
2019 年 4 月 24 日 

 

関係者各位 

一般社団法人 マンション計画修繕施工協会 

（略称：ＭＫＳ） 

会  長   坂  倉   徹 

 

現居住共同住宅外壁修繕工事における 

石綿含有建築用仕上塗材対応ガイドライン講習会のご案内 

－建築・設備施工管理ＣＰＤ（２ポイント）対象講習※１－ 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

当協会では、マンション等の現居住共同住宅における石綿含有建築用仕上塗材

の修繕工事の在り方について、昨年「現居住集合住宅外壁修繕工事における石綿

含有仕上塗材対応検討委員会（座長：古賀純子芝浦工業大学建築学部建築学科教

授）」を立ち上げ、各種修繕工法のアスベスト飛散検証実験等を行い、その結果

と対応方法についてガイドラインとして取り纏め、今般発行する運びとなりまし

た。 

このガイドラインの解説について、下記により全国 7会場で講習会を実施いたしますので、

現居住共同住宅修繕工事に関わる設計者、施工者、自治体他、関係者の皆様におかれまして

は、是非この機会にご参加いただきますようお願い申し上げます。 

※１ 現在申請中 建築・設備施工管理ＣＰＤ制度、建築ＣＰＤ情報提供制度、ＪＩＡＣＰＤ制度、建築士会ＣＰＤ制度、

建築設備士関係団体ＣＰＤ制度の会員様が対象となります。 

敬 具 

記 

１． 開催概要 

開催地 開催日時 開催場所 定員 

東  京 
6月 11日（火） 

13:30～15:50 

住宅金融支援機構 すまい・るホール 

東京都文京区後楽 1-4-10 
200名 

大  阪 
6月 13日（木） 

14：00～16：20 

JEC日本研修センター長堀橋 A-1 

大阪市中央区南船場 1-8-11 SR ビル 5階  
150名 

名古屋 
6月 14日（金） 

14：00～16：20 

ABO HALL 301号室 

名古屋市中村区名駅 3-15-9 3階 
80名 

仙  台 
6月 17日（月） 

14：00～16：20 

ハーネル仙台 青葉 

仙台市青葉区本町 2-12-7 4階 
50名 

広  島 
6月 18日（火） 

14：00～16：20 

ワークピア広島 桜 AB 

広島市南区金屋町 1-17 2階  
50名 

福  岡 
6月 19日（水） 

14：00～16：20 

アクロス福岡 大会議室 

福岡県福岡市中央区天神 1-1-1 7階 
100名 

札  幌 
6月 21日（金） 

14：00～16：20 

ACU-Y(読売北海道ビル) Y0305 

札幌市中央区北 4 条西 4 丁目  3 階  
50名 

（各会場とも定員になり次第、締め切る場合がございます。） 

 

２．受講料（受講料にテキスト代含む） 

  当 協 会 会 員  \5,000 

  非  会  員     \8,000 

  行政関係者     \3,000 



３．申込方法 

  受講料を下記口座にお振込いただき、振込証の写しと別紙申込書を協会事務局まで 

ＦＡＸ（03-5777-2522）でお申し込み下さい。 

  お振込手数料は、申込者負担でお願いいたします。 

      

振込口座：三菱ＵＦＪ銀行 新橋支店 普通 ３１２５７９６ 

 マンションケイカクシュウゼンセコウキョウカイ  

 

４．申込締切（会場ごとに異なりますのでご注意ください） 

 

5月 31日締切 6月 7日締切 6月 10日締切 

東京 大阪・名古屋 仙台・広島・福岡・札幌 

  受講票は、開催日の 3日前までにお手元に届くよう発送いたします。 

  

５．カリキュラム 

時 間 科 目 講 師 

東京会場 13:30～13:50 

他会場 14：00～14：20 

石綿含有建築用仕上材に関する 

これまでの動向 

芝浦工業大学建築学部 

建築学科教授 

古賀 純子  

（東京会場以外は録画映像） 

東京会場 13:50～15:50 

他会場 14：20～16：20 

現居住共同住宅修繕工事における 

アスベスト対策ガイドライン解説 

協会 常務理事 

 中野谷 昌司 

 

   （お問い合せ 協会事務局： TEL 03-5777-2521  FAX 03-5777-2522） 

 

◆現居住集合住宅外壁修繕工事における石綿含有仕上塗材対応検討委員会参加メンバー 

【委員】◆：委員長 

◆古賀 純子（芝浦工業大学建築学部建築学科教授） 

井上 照郷（日本建築仕上材工業会専務理事） 

山口  実（建物診断設計事業協同組合理事長） 

望月 重美（NPO 法人リニューアル技術開発協会会長） 

 宮城 秋治（一般社団法人マンションリフォーム技術協会副会長） 

米澤 賢治（一般社団法人マンション大規模修繕協議会代表理事） 

 貴船 美彦（一般社団法人マンション改修設計コンサルタント協会代表理事） 

 小西 淑人（一般社団法人日本繊維状物質研究協会専務理事） 

 坂倉  徹（一般社団法人マンション計画修繕施工協会会長） 

 ＭＫＳ技術委員会委員 

【オブザーバー】 

小林 弦太（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課中央労働衛生専門官）～H31.3 

秋山 幸俊（環境省水・大気環境局大気環境課 課長補佐） 

五箇 孝慎（国土交通省住宅局市街地建築課 マンション政策室 課長補佐）～H31.3 

塚越  寛（国土交通省住宅局市街地建築課 マンション政策室 課長補佐）H31.4～ 

阿部 一臣（国土交通省住宅局住宅生産課 企画専門官） 

石塚 博明（東京都環境局環境改善部 大気保全課課長代理） 

山田 宏至（一般社団法人マンション管理業協会 技術センターセンター長） 

桑原 太刀男（ＵＲ都市機構住宅経営部保全技術課 担当課長） 

高栄 正樹（日本ペイント） 

中村 皇紀（関西ペイント） 

小寺  努（エスケー化研） 



現居住共同住宅修繕工事における 
石綿含有建築用仕上塗材対策ガイドライン講習会申込書 

 -1/2- 

ＦＡＸ送付先：０３－５７７７－２５２２ 

会員・非会員  会員  非会員  行政関係 

貴 社 名  

ご担当者氏名  

ご 連 絡 先 
E-mail 

TEL 

参加者名簿 

ご担当者へ一括して送る

場合の送付先 

（その場合、下記名簿に

受講者の氏名だけご記入

下さい。） 

受講票送付先（郵便番号、住所、支店・営業所名、部課名等） 

〒 

受講票を各受講者へ送付する場合（枠が足りない場合はコピーしてお申し込み下さい） 

受講者氏名 

受講票送付先 

（郵便番号、住所、支店・営業所名、

部課名等） 

受講地 

選択※ 

CPD登録

の有無 
CPD NO. 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

 
〒 東・大・名・仙 

広・福・札 
有・無 

 

※東：東京 大：大阪 名：名古屋 仙：仙台 広：広島 福：福岡 札：札幌 



現居住共同住宅修繕工事における 
石綿含有建築用仕上塗材対策ガイドライン講習会申込書 
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ＦＡＸ送付先：０３－５７７７－２５２２ 

 

貴社名：                           

MKS会員 \5,000 非会員 ￥8,000 行政関係者 ￥3,000 

        名 名 名 

振込額：￥           

振込証は下記に添付の上、別紙受講者リストと必ず一緒に FAXしてください。 

一度ご入金いただいた受講料は理由の如何によらずご返金はいたしませんので、 

予めご了承ください。 

振込証貼り付け欄 


