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NPO 住宅地盤品質協会 VOL．215 （2013/12/25） 

〒113-0034 文京区湯島 4-6-12 湯島ﾊｲﾀｳﾝ B-222 

Tel：03-3830-9823 Fax：03-3830-9852 

東京事務局 

NPO 住品協 技術委員会報告会 再案内 
＆住宅地盤セミナー・資格登録更新のごご案案内内  

URL:  http://www.juhinkyo.jp/  E-mail:  info2@juhinkyo.jp 

「震災以降の住宅地盤を考える」技術委員会報告会 再案内 

技術委員会で活動してきた成果を報告し、住宅地盤に関する様々な課題を議論し共有する報告会

を開催いたします。 

開催日時 2014 年 1 月 24 日（金） 13:30～17:30（受付開始 13 時）  

開催場所 UDX GALLERY NEXT-2 （JR 秋葉原駅 徒歩 2 分） 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1     TEL:03-3254-8421 

地図は、こちら⇒ http://www.udx.jp/access.html 

参加費  住品協会員 3,000 円  （一般 4,000 円） 

申込締切 2014 年 1 月 17 日（金）  定員：100 名（先着順） 

特別講演  

神戸大 澁谷 啓 教授「事例から学ぶ宅地被害とその軽減のための工学技術」 

配布資料 小規模建築物の沈下修復方法の手引き、学会発表資料など（会場にて配布） 

開催案内及びプログラムは当協会 HP の Information からもダウンロードできます。 

  （開催案内 URL: http://www.juhinkyo.jp/osirase/etc_pdf/houkokukai2013.pdf ） 

2013 年度 住宅地盤セミナー(冬)＆認定資格登録更新案内 

対象者 お持ちの登録証の有効期限が 2013 年 12 月の方 

（セミナーはどなたでも受講可能です。） 

有効期限４年の間に住宅地盤セミナーを受講されたかどうかで手続き方法が異なります。 

（１）2010～2013 年の間に住宅地盤セミナーを受講済みの方 

受講済みの方は既に更新権利をお持ちですのでセミナー受講は不要です。 

申請書（写真貼付）＋本人確認書類を期限内にご提出ください。無料です。 

（２）同期間に未受講の方 

未受講の方は住宅地盤セミナーの受講が必要です。 

HP の住宅地盤セミナー案内をご覧になり受講申込みを行って下さい。 

申請書（写真貼付）＋本人確認書類＋受講料振込明細のコピーをご提出下さい。    

※受講したかどうか、ご不明の場合は事務局までお問い合わせください。 



 

 

 

主催 特定非営利活動法人 住宅地盤品質協会 
〒113-0034 文京区湯島 4-6-12 湯島ﾊｲﾀｳﾝ B-222 

Tel：03-3830-9823 Fax：03-3830-9852 

＜開催趣旨＞ 

技術委員会で活動してきた成果を報告し、住宅地盤に関する様々な課題を議論し共有する。 

＜開催要領＞ 

開催日時 2014 年 1 月 24 日（金） 13:30～17:30（受付開始 13 時）  

開催場所 UDX GALLERY NEXT-2  （JR 秋葉原駅 徒歩 2 分） 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1     TEL:03-3254-8421 

地図は、こちら⇒ http://www.udx.jp/access.html 

＜参加費（一名当：税込）＞ 

住品協会員   3,000 円    一般    4,000 円 

＜申込方法＞ 

別紙「受講申込書」と「受講料振込の控え」を FAX して下さい。 

※参加費は、所定の口座（申込書に記載）に事前にお振込み下さい。 

＜締切＞   2014 年 1 月 17 日（金）  定員：100 名（先着順） 

 
＜配布資料＞ 

小規模建築物の沈下修復方法の手引き、学会発表資料など（予定、会場にて配布します） 

＜プログラム（予定）＞ 

会場     13：00 

開会挨拶   13：30～13：40  村上 満（住宅地盤品質協会 理事長） 

第 1 部 特別講演   13：40～14：50 神戸大 澁谷 先生   

『事例から学ぶ宅地被害とその軽減のための工学技術』     

第 2 部 技術委員会報告  

15:00～15:30 技術委員会 全体報告 橋本技術委員長 

15:30～15:40 SWS 試験の自沈データの利用に関する研究(支持力)  

15:40～15:50 SWS 試験の自沈データの利用に関する研究(沈下)  

15:50～16:00 盛土地盤に発生する水浸沈下現象について   

16:00～16:10 固化不良地域に関するアンケート結果   

16:10～16:20 SWS 試験機の性能定期点検(規準案)   

16:20～16:30     沈下事例に学ぶ                  

   （10 分休憩） 

16:40～16:50 東日本大震災による住宅被害アンケート１   

16:50～17:00 東日本大震災による住宅被害アンケート２   

17:00～17:10 震災地盤資料（対策、修復含む）    

17:10～17:20 小規模建築物の沈下修復方法の手引き   

 
閉会挨拶    17 時 20 分   未定 

『震災以降の住宅地盤を考える。』 

住宅地盤品質協会 技術委員会 報告会 開催案内 



『震災以降の住宅地盤を考える。』 

住宅地盤品質協会 技術委員会 報告会  

受講申込書 

申込日    月    日 
 

参 加 者 氏 名 

フリガナ 

 

※ 生年月日 T･S･H    年    月    日

所 属 会 社 名 
 

□会員     □非会員 

連 絡 先 住 所 

□ 会社  □自宅     ※受講票の送付先となります。 

 （〒    －     ）                

TEL 

FAX 

 

受講料の支払方法 □銀行振込      □郵便振替     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事務局記入欄 

 

特定非営利活動法人住宅地盤品質協会   事務局（担当：安西） 

〒113-0034 東京都文京区湯島 4-6-12 湯島ハイタウン B-222 

Tel  03 - 3830 - 9823   Fax  03 - 3830 - 9852 
郵便振替口座： 00810-3-60522 

銀行振込口座： りそな銀行 上野支店 普通 1473956 
           ﾄｸﾋ)ｼﾞｭｳﾀｸｼﾞﾊﾞﾝﾋﾝｼﾂｷｮｳｶｲ 

ＵＲＬ：http//www.juhinkyo.jp/ 

NPO 住宅地盤品質協会 事務局 宛 FAX：０３－３８３０－９８５２ 
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