
耐震天井設計講習会
（天井耐震診断士認定講習）

＜開催時期・会場＞
全国にて開催予定

（日程及び会場は決まり次第順次HPに掲載いたします。）
※開催実績：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄 等

＜講習時間・内容＞
9：30～16：00 （受付 9：00～）
※会場により変更になる可能性もございます。

※お昼はご用意しております。

第1部 地震被害と公共建築工事標準仕様書
第2部 耐震診断の方法とパノラマ画像
第3部 耐震診断報告書の書き方、サンプル解説
第4部 国交省「天井脱落対策技術基準」の解説
第5部 国交省「天井の耐震改修事例集」の解説
第6部 設計図書用CADデータ集の取扱説明

＜受講資格＞
・どなたでも受講できます。
・JACCA会員に入会済みの方で『一級及び二級建築士、1級及び2級建築施工管理技士、技術士』
の何れかの資格を有する方は、JACCA天井耐震診断士の資格も取得可能です。

＜配布資料＞
・建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説
・平成28年基準（隙間なし天井の新基準）の解説
・JACCA内装建材便覧 等

特典１ 耐震天井設計に必要な正しい調査方法のスキルを取得できる
特典２ 耐震天井設計に必要な最新の技術情報を取得できる
特典３ 設計関連書類（国交省技術基準の解説等）が入手できる
特典４ 建築基準法第１２条の定期調査報告制度の調査、点検に

活用できる
特典５ CPD５ポイントを取得できる
特典６ JACCA天井耐震診断士の資格を取得できる

CPD
対応



問合せ先
日本耐震天井施工協同組合 事務局
TEL：03-3539-6569 Mail：info@jacca.or.jp
HP：http://www.jacca.or.jp/

＜受講料＞

※受講料は講習日前までに事前入金をお願い致します。

※振込手数料はご負担願います。
※振込明細書をもって領収書の発行に代えさせて頂きます。
※会員に入会していない方は、受講は出来ますが診断士の資格は取得できません。

診断士の資格を取得するためには、天井診断士会員に法人として入会し建築系国家資格の取得者が
受講する必要があります。
入会をご希望の場合は、JACCA事務局（03-3539-6569）までご連絡下さい。

＜キャンセルについて＞

連絡日 返金額
第３営業日前迄 全額
第２営業日以降 0円

キャンセルされる場合は、必ず事務局までご連絡下さい。
事務局に連絡された日により、返金の金額が変わります。下記表をご確認下さい。

※キャンセルされた場合、講習会で使用した資料の送付を希望される方は事務局までご連絡下さい。
なお、「第３営業日前迄」にご連絡された方は、資料送付は有料となります。
（資料送付費用：5,000円 ※振込手数料はご負担願います。）

＜申込み方法＞
参加申込書をホームページよりダウンロードの上、メール・ＦＡＸにてお申込み下さい。

組合員 賛助会員 天井診断士会員

新規 20,000円
（登録料5,000円含む）

20,000円
（登録料5,000円含む）

40,000円
（登録料5,000円含む）

30,000円

更新 10,000円
（登録料5,000円含む）

10,000円
（登録料5,000円含む）

10,000円
（登録料5,000円含む）

-

会員に入会されている方 会員に入会していない方
※診断士の資格は取得できません
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平成３０年７月吉日 

各位 

日本耐震天井施工協同組合 事務局 

株式会社桐井製作所 高松営業所（業務委託先） 

 

JACCA耐震天井設計講習会のご案内 

１. 日時・会場 

日 時 ：平成３０年９月１４日（金） 

会 場 ：高松テルサ ２０１会議室（２階） 

所在地：香川県高松市屋島西町２３６６番地１ 

電 話 ：０８７－８４４－３５１１ 

時 間 ：９:３０～１６：００（受付 ９：１５～） ※昼食はご用意しております。 

 

２. 当日スケジュール 

 

３. 受講資格 

・どなたでも受講できます 

・JACCA会員に入会済みの方で一級及び二級建築士、1級及び 2級建築施工管理技士、技術士の 

 何れかの資格を有する方は JACCA天井耐震診断士の資格も取得可能です。 

 

 

講習時間 内容 

9：15～9：30 受付 

9：30～9：40 事務連絡 

9：40～10：30 第 1部 地震被害と公共建築工事標準仕様書 

10：30～10：40 休憩 

10：40～11：40 第 2部 耐震診断の方法とパノラマ画像 

11：40～12：00 第 3部 耐震診断報告書の書き方、サンプル解説 

12：00～13：00 昼食休憩 

13：00～14：00 第 4部 国交省「天井脱落対策技術基準」の解説 

14：00～14：10 休憩 

14：10～15：10 第 5部 国交省「天井の耐震改修事例集」の解説 

15：10～15：30 第 6部 設計図書用 CADデータ集の取扱説明 

15：30～15：40 休憩 

15：40～15：55 質疑応答・天井耐震診断士認定試験（10分間） 

15：55～16：00 事務連絡 
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４. 受講料 

※受講料は講習日前までに事前入金をお願い致します。 

※振込手数料はご負担願います。 

※会員に入会していない方は、受講は出来ますが診断士の資格は取得できません。 

 診断士の資格を取得するためには、天井診断士会員に会社として入会することが必須です。 

 入会をご希望の場合は、JACCA事務局（03-3539-6569）までご連絡下さい。 

 

 

５. 振込先口座 

銀行名 三菱 UFJ銀行 （銀行コード 0005） 

支店名 麹町中央支店 （支店コード 015） 

預金種類 普通預金 

口座番号 1134139 

口座名義 
日本耐震天井施工協同組合 

（ニホンタイシンテンジョウセコウキョウドウクミアイ） 

 

振込み期日：９月１０日（月）まで 

 

〈備考〉 

・振込手数料はご負担願います。 

・振込明細書をもって領収書の発行に代えさせて頂きます。 

 

 

６. キャンセルについて 

キャンセルされる場合は事務局まで必ずご連絡下さい。 

連絡頂いた日により返金対応が変わりますので下記表をご確認下さい。 

 

 

 

 

※キャンセルされた場合に、講習で使用した資料の送付を希望される方は事務局までご連絡下さい。 

なお、上記表「第３営業日前迄」にご連絡頂いた方への資料送付は有料（5,000円/式）となります。 

上記振込先口座にご入金の程お願いいたします。（振込手数料はご負担願います。） 

 

 
会員に入会されている方 会員に入会していない方 

※診断士の資格は取得できません 
組合員 賛助会員 天井診断士会員 

新規 
20,000円 

（登録料5,000円含む） 

20,000円 

（登録料5,000円含む） 

40,000円 

（登録料5,000円含む） 
30,000円 

更新 
10,000円 

（登録料5,000円含む） 

10,000円 

（登録料5,000円含む） 

10,000円 

（登録料5,000円含む） 
- 

連絡日 返金額 

第３営業日前迄 全額 

第２営業日以降 ０円 
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７. 当日の持ち物について 

（１）筆記用具 

（２）顔写真（１枚） （※JACCA天井診断士登録をされる方のみ必要） 

※JACCA 天井耐震診断士に登録する方は、認定証作成用のお写真が必要になりますので、以下の何れかでお

写真をご用意ください。 

①デジタルカメラ等による画像データ 

ファイル名を『組合員または会員会社名_受講者氏名.jpg』と変更し、info@jacca.or.jp宛にメールして

ください。 

データは 100KB以上、72dpi以上を目安にしてください。 

⇒ファイル名例 ： 『日本工事㈱_日本 一太.jpg』 

②証明写真 

当日、裏面に会員会社名及びお名前（フルネーム）をご記入いただいたお写真（40 ㎜×30 ㎜）をお持ち

ください。 

（３）国家資格証のコピー （※JACCA天井診断士登録をされる方のみ必要） 

※更新受講の方は不要です。 

当日下記の国家資格証の写しをお持ち下さい。 

※一級建築士、二級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士（建築・躯体・仕上げ）、技術士 

 

８．申込み方法 

申込書をメール・ＦＡＸにて事務局までお送り頂きお申込み下さい。 

 

お問い合わせ窓口 

TEL：03-3539-6569 FAX：03-3539-6670 

メール：info@jacca.or.jp 

日本耐震天井施工協同組合 事務局 
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JACCA耐震天井設計講習会 申込書 
記載日：平成３０年  月  日 

 

業務委託先：株式会社桐井製作所 高松営業所 行 （FAX:０８７-８６８-５０３５) 
 

※恐れ入りますが、３名様以上のご参加をご希望の際は、本申込書を印刷の上３名様以降を記載ください。 

会社名  会員番号  

受講会場名  開催日 / 

 

氏名 
 

部署・役職 
 

勤務先住所 

〒   - 

ＴＥＬ 
 

メールアドレス 
 

受講形態  新規  更新  受講のみ 
（JACCA会員に入会されていない方） 

天井耐震診断士登録 
（JACCA会員の方のみ記入） 

 希望する  希望しません 

国家資格 
（JACCA会員の方のみ記入） 

 一級建築士  二級建築士  技術士 

 1級建築施工管理技士  2級建築施工管理技士 

 

氏名 
 

部署・役職 
 

勤務先住所 

〒   - 

ＴＥＬ 
 

メールアドレス 
 

受講形態  新規  更新  
受講のみ 

（JACCA会員に入会されていない方） 

天井耐震診断士登録 
（JACCA会員の方のみ記入） 

 希望する  希望しません 

国家資格 
（JACCA会員の方のみ記入） 

 一級建築士  二級建築士  技術士 

 1級建築施工管理技士  2級建築施工管理技士 

※受講形態、天井耐震診断士登録、国家資格については該当するものにチェックを入れてください。 

※本申込書にご記入頂いた個人情報は、受講手続きおよび更新のお知らせのみ使用させて頂きます。 

 申込期限：平成３０年９月７日(金)必着  




