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一般社団法人　構造調査コンサルティング協会
倫　　　理

構造調査コンサルティング協会は、既存構造物の安全を社会に提供することを使命とします。
１　私たちは、構造物の医者として構造物の実態を把握し、人命への危険の除去に全力を尽します。
２　私たちは、社会の資産である構造物の維持・管理のため、現状を把握し、その延命に努めます。
３　私たちは、計り知れない自然の力を念頭に、リスクを考え様 な々技術を取り入れ安全・安心に全力を尽くします。
４　私たちは、倫理観を持った技術者の育成を最優先に努めます。
５　私たちは、依頼者の良きパートナーとして責務を全うし、且つ中立・独立の立場を堅持します。

（正 会 員）第 2 条　正会員は、以下の要件を満たしていなければならない。
　　　　　　　1. 一級建築士事務所登録、または、建設コンサルタント登録を有すること
　　　　　　　2. 公正、かつ、中立的な立場で業務が行えること
　　　　　　　3. 調査、診断または改修設計の実績があること
　　　　　　　4. 定められた定款、会則その他の協会活動に賛同し、理事会において認められること

（準 会 員）第 3 条　準会員は、第 2 条（正会員）の 2 ～ 4 項の要件を満たすこと。
（賛助会員）第 4 条　賛助会員は、以下の要件を満たしていなければならない。
　　　　　　　1. 公正、かつ、中立的な立場で業務が行えること
　　　　　　　2. 定められた定款、会則その他の協会活動に賛同し、理事会において認められること

ストレック
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インテグレートされた技術で
しなやかな持続力をもつ減災社会をめざして

地震防災のエキスパート企業集団

既存構造物の 総合耐震化
調査　診断　補強　設計　非構造部材　地盤・基礎
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　当協会は、建築・土木構造物の構造設計、構造調査、耐震診断・評価及び耐震改修等のエ
キスパート企業集団として、1989年の設立以来、公益的な事業を通して技術力向上・普
及を図り、それら構造物の耐震安全性を確保して良質な社会資産としての価値を高めるた
めの活動を行っております。
　1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災では、耐震に対して構造体は
もちろんのこと、天井など非構造部材や基礎・地盤、さらには津波を含めた総合的な対策の
重要性が炙り出されました。また、2016年の熊本地震では、震度7の地震が2回連続して
発生したことにより、木造家屋を中心に大きな被害が発生しました。2018年9月には北海
道胆振東部地震で震度7を記録し、地盤液状化や斜面崩壊により木造家屋に被害が発生
しました。今後も、東海・東南海・南海地震の巨大連動地震や首都直下型地震などの発生が
懸念されている中、防災・減災社会構築のためのリジリエントな社会構築の施策も加速さ
れています。特に建築では耐震改修促進法も改定され、特定建築物の耐震診断の義務化

などにより、これまで以上に耐震化が進む方向にあります。
　このような状況下において、既存構造物の長期利活用も考慮した総合的な耐震診断・改修技術及び耐久性診断・改修技術
の向上・普及を推進し、技術者を育成していく必要があります。当協会では、社会の要請に応えるため、構造物評定委員会、
技術図書刊行、技術相談等の公益事業、耐震診断・耐震改修コンサル等の技術支援事業、会員向け講習会・見学会、技術調
査等の実施、資格制度(建築構造調査士)による専門家の育成などの活動を継続・強化して参ります。また非構造部材、特に
天井につきましては、他に魁け耐震調査・診断・設計・天井の工法評定・個別評定を通して、信頼される耐震性確保への取り組
みを推進してきたことにより、これまでに天井調査・改修設計、耐震工法評定、個別評定等に多くの実績を挙げております。
　当協会の会員企業は、技術者としての倫理を遵守し、高い技術品質のもとで使命を果たすことができるよう、幅広い知識
の吸収と技術力の向上に日々務めております。今後とも当協会では、建築・土木構造物の安全性・環境に関わる諸問題に対
して、総合耐震の視点から各種の施策を企画実施し、皆様に役立つ活動を行って参りたいと考えておりますので、ご指導、
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

東京理科大学名誉教授
構造物評定委員会委員長

会長
松崎　育弘

協会活動のあゆみ会長挨拶

トピックス

1981(昭56)
1988(昭63)
1989(平1)
1993(平5)

1994(平6)

1995(平7)

1997(平9)

1999(平11)

2000(平12)

2002(平14)
2004(平16)

2007(平19)

2009(平21)

2011(平23)

2012(平24)

2013(平25)

2014(平26)

2015(平27)

2016(平28)

2017(平29)

2018(平30)

2019(平31・令1)

・建築基準法施行令の改正

・平成5年釧路沖地震(M7.5)
・平成5年北海道南西沖地震(M7.8)
・平成6年北海道東方沖地震(M8.2)
・平成6年三陸はるか沖地震(M7.6)
・平成7年兵庫県南部地震(M7.3)
・建築物耐震改修促進に関する法律
・耐震診断・耐震改修に関する指針

・平成9年鹿児島県北西部地震(M6.4)

・建築基準法：性能規定化条項の施行
  (国土交通省)

・新潟県中越地震(M6.8)

・新潟県中越沖地震(M6.8)

・駿河湾地震(M6.5)

・平成23年東北地方太平洋沖地震(M9.0)
・東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化
　推進条例の施行

・改正 建築物の耐震改修促進に関する法律

・長野県神城断層地震(M6.7)

・改正建築基準法第12条
 （特定天井の定期調査報告制度）

・熊本地震(M7.3)

・台湾花連地震(M6.0)

　

・世界の地震と日本の地震
・改修設計実務入門講座
・耐震改修設計実務入門講座(中級編）

・阪神・淡路大震災建物被害からの
　教訓
・屋内運動場の耐震診断基準と補強
　設計
・既存建物の耐震補強と免震工法

・建築の耐震設計と免震・制震豊島
　区役所免震レトロフィット工事
・制震ブレースを用いた耐震補強工法

・被災した建物の被災度判定
・安政江戸地震にみる震災復旧
・耐震改修に関する建築基準法改正
・構造調査家歴－職能確立のために

・耐震改修の現状と対策
・RC造中層集合住宅の耐震診断・
　補強のポイント
・直下地震工学入門
・東日本大震災調査報告
・津波と建築
・３次元免震建物
・非構造部材(天井)の被害実例と対策
・放射能測定とアスベスト
・アスペリティと地震動波形
・名建築と耐震設計の歴史
・天井耐震実務設計
・既存超高層ビルの長周期地震動対策

・建築総合技術者育成のための建築
　研修会
・耐震天井の最新情報と設計例
・基礎構造の地震被害と耐震診断
・外付けRCフレームによる耐震補強
　工法デザイン
・Uフレーム工法
・天井耐震設計とEディフェンス実験
　の紹介
・神谷バー（国の登録有形文化財）
　耐震補強工法
・RM耐震補強工法ユニット組積造壁
　による耐震補強工法の適用例
・特定天井設計事例実務勉強会
・牛久大仏他技術研修会
・法律セミナー
 （設計・施工・監理等の紛争事例）
・特定天井改修設計セミナー

・NCREE耐震補強講演
・東京都知事創立30周年記念祝賀会
　来賓挨拶

・構造調査コンサルティング協会発起人総会
・協会設立(正会員21社、賛助会員4社)
・海外被災建物復旧工事視察団の派遣
　(メキシコ・サンフランシスコ地震)
・既存RC造建物の耐震診断標準業務量
　(参考1994)の発行
・兵庫県南部地震調査グループの支援参加
・既存建築物耐震診断・改修等推進全国
　ネットワーク委員会に参加
・協会 構造物評定委員会の発足
・既存RC造建物の耐震診断標準業務量
　(参考1997)改訂版発行
・既存RC造建築物の耐震補強設計業務量
  (参考1999)発行
・既存建築物の耐震診断・耐震補強設計
　マニュアルの発行
・任意団体から有限責任中間法人に移行
・「建築物の耐震改修計画の技術評定に係る
　専門機関」として東京都より認定
・既存建築物の耐震診断・補強設計
　マニュアル(増補版2007年)の発行
・有限責任中間法人から一般社団法人に移行
・建築構造調査士制度設立

・協会会員数80社となる
・災害特別本部設置（東日本大震災調査）
・東日本大震災調査報告書（建物被災状況）
・義援金を日本赤十字社を通して被災地に送る
・東日本大震災現地調査（春季、秋季）
・既存建築物の耐震診断・耐震補強設計
　マニュアル（2012年版）の発行（４団体共同）
・日本耐震天井施工協同組合（JACCA）と
　交流・連携・協力で合意
・天井耐震診断士認定制度講習会
・構造物評定料金改定
・鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断業務
　報酬指針の発行
・非構造部材耐震化調査の業務報酬指針の発行
・一級建築士事務所登録
・天井耐震改修パンフレットの発行

・天井の工法開発評価
 （超軽量天井の評価書発行）

・天井耐震改修評定
・天井工法開発評価
・建築総合技術者育成技術研修会
・公共施設天井調査業務受託
・公共施設天井調査業務受託
・公共施設天井改修設計業務受託
 （天井評定含む）

・マニュアル改定（2018年版）
・台湾『國家地震工程研究中心（NCREE）』訪問
・建物調査マニュアル（2019.5）
・創立30周年

開催年度 活　動 講演会・見学会 主な被害地震と耐震改修の動向

（まつざき　やすひろ）

下記抜粋による

・創立30周年記念式典開催（2019年）
・建物調査マニュアル（建物調査、天井調査、技術）発行（2019年）
・台湾『國家地震工程研究中心』訪問（2018年）
・公共施設天井調査・改修設計・評定受託（2017年）
・『超軽量天井システムにおける耐震工法かるてん』評定（2016年）
・非構造部材耐震化調査の業務報酬指針（2014年度版）発行（2014年）
・一般社団法人構造調査コンサルティング協会一級建築士事務所登録（2014年）

創立30周年 記念講演会 國家地震工程研究中心
（NCREE）との記念写真

東京都知事との記念写真
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特徴1　構造設計・調査診断に携わって培った長年の実績
　当協会は、1989年6月の設立以来、建築・土木構造物の構造設計、調査診断、耐震性評価及び耐
震改修のエキスパート企業集団として、相互に技術力を研鑽し合いながら、各種構造物の耐震安全性
を確保するための公益活動や技術支援活動を行ってまいりました。長年にわたり培ってきた高い技術
レベルを背景に、協会として構造調査・耐震診断業務及び耐震改修設計（コンサルティング）を行い、
社会資産の価値向上、有効活用に寄与しております。

特徴2　非構造部材、地盤・基礎・環境など総合耐震化をサポート
　「総合耐震化」に向けた取り組みとして、非構造部材調査、液状化などの地盤調査、基礎調査、各種
環境調査、津波対策や建物の移動など、他協会・団体との連携も図りながら、トータルでサポート活動
を行っております。無料相談コーナーを開設しておりますので、ご活用ください。

特徴3　天井耐震調査・診断・改修設計・評定を新たにサポート
　東日本大震災における天井落下等の被害を受け、「建築物における天井脱落対策に係る技術基準」
が制定され、天井脱落対策が義務付けられました。それを受け、当協会では天井耐震調査・診断･改修
設計･評定を行っています。

特徴4　構造物評定委員会
　「既存建築物の耐震改修促進法（1995年、法律第123号）」の施行を機に、建築構造各分野の学
識経験者で組織された『構造物評定委員会』を設置して、既存建築物の耐震診断・耐震補強計画の評
定業務を推進し、高い信頼性で耐震化事業の品質確保に貢献しております。評定では、構造種別・形
式を問わず、特殊補強や総合耐震も扱うこととしています。耐震改修促進法も改正され、社会的要請
に応えて委員会体制の強化を図り、利用しやすい迅速な評定運営を目指しております。

特徴5　協会認定資格制度「建築構造調査士」
　当協会の会員を対象として、協会認定「建築構造調査士」資格制度を2010年度に創設し、協会の
基本理念である社会資産の良好な維持保全を担う技術者の育成に努めるとともに、協会員の資質の
向上、建築物調査技術の共有化等、さらに協会員の社会的基盤の確立、社会的地位の向上を目指し、
資格制度の普及と資格者拡大に向けて一層の推進を図っております。

　当協会認定の「建築構造調査士」は、ＲＣ造・Ｓ造・これらの混合構造・組積造等の既存建築物の耐震性を含む
構造体の現状調査に対して実態を正しく捉え、的確に調査報告のできる実績ある「建築物の調査技術者」を資
格対象とするものと定義しております。一方の調査結果に基づく診断計算・評価・補強設計等を分担する一級
建築士等の「診断設計技術者」とは、両翼の一端を担うという相互関係にあるものと位置付けています。
　本資格制度の受講要件は、本協会の会員であること、既存構造物の現地調査に対して、実態を正しく捉え、
的確に調査報告できる実務経験を有する技術者であることです。毎年、テキスト講習会、実技講習会および判
定試験を受講の上、合否判定会を介して建築構造調査士が輩出され、各合格者に資格証を発行しています。
　本資格制度は２０１9年３月現在309名の有資格者が誕生し、すでに既存構造物調査を対象として各方面で
活躍しております。

　天井の耐震性確保について、日本耐震天井施工協同組合（ＪＡＣＣＡ）との間
で、交流・連携・協力に関する覚書を交わし、講習会を開くなど、人材の育成を進
めております。
　認定天井耐震診断士は、国家資格（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等）所有者が、JACCAの天井耐震診断士講習を
受講し、所定の試験に合格した人が認定を受けることが出来ます。
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■ 建築構造調査士認定資格制度

■ 出版物案内

●天井耐震診断士資格制度（ＪＡＣＣＡ認定）

　このほか以下は、当協会の会員がこれまでに実施してきた実績を基に
まとめた図書です。

●非構造部材耐震化調査の業務報酬指針２０１４年度版　無料*
●既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断業務報酬指針2013年度版　
●既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震補強設計業務量（参考）　
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無料*
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●耐震補強 特記仕様書（ＣＤ版　Ｊｗ　ｃａｄファイル）

￥3,000（税別）
￥3,000（税別）

＊当協会ホームページより、PDFデータがダウンロードできます。

・会員価格　￥16,000（税別）　・一般価格　￥22,000（税別）
●既存建築物の耐震診断・耐震補強設計マニュアル2012更新用資料

●建物調査マニュアル　価格未定
●STREC東日本大震災現地調査報告書　価格未定



P4 P5

　当協会は、既存建築物の耐震化推進を図るため、構造調査・耐震診断、耐震改修
設計技術の向上とその普及・発展を目指し、幅広く公益的な活動を行っています。
その一環として、豊富な実績と高い技術レベルを保有するエキスパート企業集団
であることを活かし、全国の物件を対象に、協会として既存建築物の構造調査・耐
震診断業務の対応を行っています。
 東日本大震災の復興は途上にありますが、首都直下地震や南海トラフ巨大地震
など次なる大震災の逼迫性の高まりもあり、構造物の耐震安全性に対する社会的
要請は以前にも増して高くなっております。耐震改修促進法も改正され、耐震診
断の義務付けなど、既存構造物の耐震安全性確保に対する社会的要請がますま
す大きくなっています。耐震診断・改修の促進のために、長年にわたり培ってきた
実績と信頼性を兼ね備えた当協会をご活用ください。

　１９９５年に施行された「既存建築物の耐震改修促進法（法律第123号）」を機に、耐震診断・改修ニーズに対
する社会的要請に応え、建築構造各分野の学識経験者で組織された『構造物評定委員会』を設置し運営して
おります。これまで、首都圏をはじめ全国の学校、体育館、公共施設、事務所ビル、工場、共同住宅等の耐震診
断・耐震補強計画に関する評定を行い、豊富な実績と高い信頼性で耐震化事業の品質確保に貢献しています。
耐震改修の効果は東日本大震災においても実証されています。
　評定では、構造種別・形式を問わず、特殊補強や総合耐震も扱うこととしています。耐震改修促進法も改正さ
れ、耐震診断の義務付けなど、耐震化施策が加速されました。さらに建築基準法施行令の一部を改正する政令
等により、2015年に非構造材（天井他）の評定委員会の体制強化を図り、構造物を含め利用しやすい迅速な
評定運営を目指しておりますので、ぜひご利用ください。

●特色
①耐震診断の先端で活躍される学識経験者と実務経験者を多数委員に擁し、多角的な審査を通じて評定結果に高い

信頼性と妥当性を得ています。
②低強度コンクリート建物の診断・補強、免震、制震、外付け補強など特殊補強を予定する建物の評定も対応しています。
③高層ＲＣ造、SＲＣ造、Ｓ造、木造、混合構造、組構造など構造種別、形式を問わず評定対象を限定していません。また、

天井改修設計評定（天井工法、劇場・ホール・体育館・プール）等多くの評定実績があり、総合耐震も扱います。
④(一財)日本建築防災協会の耐震診断基準及び改修設計指針に加え、当協会のマニュアルに基づき、診断・補強設計

審査の標準化、効率化を図っています。

委 員 長　　松崎　育弘（東京理科大学名誉教授）
副委員長　　玉松　健一郎（構造調査コンサルティング協会　名誉会長）
顧　　問　　廣澤　雅也（工学院大学名誉教授）　　　　　　　　槇谷　栄次（関東学院大学名誉教授）
学識委員　　石橋　一彦（千葉工業大学名誉教授）　　　　　　　市橋　重勝（元　日本工業大学教授）
　　　　　　宇田川　邦明（東京電機大学名誉教授）　　　　　　小野里　憲一（工学院大学建築学部建築学科教授）
　　　　　　北嶋　圭二（日本大学理工学部海洋建築工学科教授）衣笠　秀行（東京理科大学理工学部建築学科教授）
　　　　　　近藤　龍哉（工学院大学建築学部建築学科准教授）　坂田　弘安（東京工業大学環境・社会理工学院建築系教授）
　　　　　　清水　泰（日本大学講師）　　　　　　　　　　　　寺本　隆幸（東京理科大学名誉教授）
　　　　　　永坂　具也（東海大学名誉教授）　　　　　　　　　中野　克彦（千葉工業大学工学部建築都市環境学科教授）
　　　　　　宮澤　健二（工学院大学名誉教授）　　　　　　　　山本　泰稔（芝浦工業大学名誉教授）
協会委員　　加登　勇司　　　　桑原　賢司　　　　小山　博司
　　　　　　斎藤　賢二　　　　中野　時衛　　　　三堀　卓
　　　　　　三好　裕治　　　　尾﨑　猛美
非構造材（天井他）担当協会委員
　　　　　　玉松　健一郎（構造調査コンサルティング協会　名誉会長）
　　　　　　尾﨑　猛美（構造調査コンサルティング協会　副会長兼務専務理事）
　　　　　　中村　幸悦　　　　對比地　健一　　　　花井　勉

耐震診断・耐震改修設計は、当協会にお任せ下さい 評定結果に高い信頼性を得ています

■ 耐震調査・診断

■ 構造物・天井評定委員会

　協会の公益的な活動のひとつとして、一般建物所有者、管理者、主たる利用者の方
方を対象に構造物の耐震診断・補強改修に係る、様々な疑問、対応策について第三者
の立場で当協会の関連分野の専門家が無料でアドバイスするコーナーを開設してお
りますので、下記までお気軽にご連絡下さい。

■ 耐震診断・補強改修に関する無料相談コーナー

■ 評定実績

　耐震診断により耐震性が不足と判定された建築物に対して、速やかな補強のため
の耐震改修設計や補強方法等のコンサルティング、さらには評価・評定を行っていま
す。また、ご要望に応じて技術マニュアル類の作成や講習会などを行っています。

■ 耐震改修設計 （コンサルティング）

　柱や壁などの構造体だけでなく、非構造部材や地盤・基礎を含めた施設全般の
耐震性確保に対応できる総合耐震化への事業サポート活動に取り組んでいます。
　天井については、日本耐震天井施工協同組合（ＪＡＣＣＡ）との間で、交流・連携・
協力に関する覚書を交わし、天井耐震診断士認定講習会を開くなど、総合耐震診
断に向けた人材の育成を進めております。

■ 総合耐震化の取り組み （天井耐震診断など）

●構造物評定

ＴＥＬ（０３）３２５４－８０７８　ＦＡＸ（０３）３２５４－８０９１

鉄筋探査

コンクリートコア抜き

天井耐震診断

コンクリート中性化試験

構造物評定委員会は学識経験者・協会委員および専門委員で構成されています。
構造物評定委員会委員：2019年6月現在

連絡先 ： 一般社団法人 構造調査コンサルティング協会事務局

ストレック

●天井耐震調査
　建築構造調査士（Ｓｔｒｅｃ公認）と天井耐震診断士（ＪＡＣＣA認定）が、天井の状況を調査します。

●天井診断・改修設計
　天井調査に基づき、天井耐震診断チェックリストに沿って、診断・改修設計をします。

耐震診断評定　373件　　補強設計評定　365件
●天井評定

天井評定　25件
　　 　（2019年3月31日現在）
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特徴1　構造設計・調査診断に携わって培った長年の実績
　当協会は、1989年6月の設立以来、建築・土木構造物の構造設計、調査診断、耐震性評価及び耐
震改修のエキスパート企業集団として、相互に技術力を研鑽し合いながら、各種構造物の耐震安全性
を確保するための公益活動や技術支援活動を行ってまいりました。長年にわたり培ってきた高い技術
レベルを背景に、協会として構造調査・耐震診断業務及び耐震改修設計（コンサルティング）を行い、
社会資産の価値向上、有効活用に寄与しております。

特徴2　非構造部材、地盤・基礎・環境など総合耐震化をサポート
　「総合耐震化」に向けた取り組みとして、非構造部材調査、液状化などの地盤調査、基礎調査、各種
環境調査、津波対策や建物の移動など、他協会・団体との連携も図りながら、トータルでサポート活動
を行っております。無料相談コーナーを開設しておりますので、ご活用ください。

特徴3　天井耐震調査・診断・改修設計・評定を新たにサポート
　東日本大震災における天井落下等の被害を受け、「建築物における天井脱落対策に係る技術基準」
が制定され、天井脱落対策が義務付けられました。それを受け、当協会では天井耐震調査・診断･改修
設計･評定を行っています。

特徴4　構造物評定委員会
　「既存建築物の耐震改修促進法（1995年、法律第123号）」の施行を機に、建築構造各分野の学
識経験者で組織された『構造物評定委員会』を設置して、既存建築物の耐震診断・耐震補強計画の評
定業務を推進し、高い信頼性で耐震化事業の品質確保に貢献しております。評定では、構造種別・形
式を問わず、特殊補強や総合耐震も扱うこととしています。耐震改修促進法も改正され、社会的要請
に応えて委員会体制の強化を図り、利用しやすい迅速な評定運営を目指しております。

特徴5　協会認定資格制度「建築構造調査士」
　当協会の会員を対象として、協会認定「建築構造調査士」資格制度を2010年度に創設し、協会の
基本理念である社会資産の良好な維持保全を担う技術者の育成に努めるとともに、協会員の資質の
向上、建築物調査技術の共有化等、さらに協会員の社会的基盤の確立、社会的地位の向上を目指し、
資格制度の普及と資格者拡大に向けて一層の推進を図っております。

　当協会認定の「建築構造調査士」は、ＲＣ造・Ｓ造・これらの混合構造・組積造等の既存建築物の耐震性を含む
構造体の現状調査に対して実態を正しく捉え、的確に調査報告のできる実績ある「建築物の調査技術者」を資
格対象とするものと定義しております。一方の調査結果に基づく診断計算・評価・補強設計等を分担する一級
建築士等の「診断設計技術者」とは、両翼の一端を担うという相互関係にあるものと位置付けています。
　本資格制度の受講要件は、本協会の会員であること、既存構造物の現地調査に対して、実態を正しく捉え、
的確に調査報告できる実務経験を有する技術者であることです。毎年、テキスト講習会、実技講習会および判
定試験を受講の上、合否判定会を介して建築構造調査士が輩出され、各合格者に資格証を発行しています。
　本資格制度は２０１9年３月現在309名の有資格者が誕生し、すでに既存構造物調査を対象として各方面で
活躍しております。

　天井の耐震性確保について、日本耐震天井施工協同組合（ＪＡＣＣＡ）との間
で、交流・連携・協力に関する覚書を交わし、講習会を開くなど、人材の育成を進
めております。
　認定天井耐震診断士は、国家資格（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等）所有者が、JACCAの天井耐震診断士講習を
受講し、所定の試験に合格した人が認定を受けることが出来ます。

技術力向上のために、常に行動します

■ 建築構造調査士認定資格制度

■ 出版物案内

●天井耐震診断士資格制度（ＪＡＣＣＡ認定）

　このほか以下は、当協会の会員がこれまでに実施してきた実績を基に
まとめた図書です。

●非構造部材耐震化調査の業務報酬指針２０１４年度版　無料*
●既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断業務報酬指針2013年度版　
●既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震補強設計業務量（参考）　

●既存建築物の耐震診断･耐震補強設計マニュアル２０１8年版

液状化 基礎補強 天井実験

構造調査コンサルティング協会の特徴

無料*
無料*

アスベスト採取

●耐震補強工事 標準図面集（ＣＤ版　Ｊｗ　ｃａｄファイル）
●耐震補強 特記仕様書（ＣＤ版　Ｊｗ　ｃａｄファイル）

￥3,000（税別）
￥3,000（税別）

＊当協会ホームページより、PDFデータがダウンロードできます。

・会員価格　￥16,000（税別）　・一般価格　￥22,000（税別）
●既存建築物の耐震診断・耐震補強設計マニュアル2012更新用資料

●建物調査マニュアル　価格未定
●STREC東日本大震災現地調査報告書　価格未定
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　当協会は、建築・土木構造物の構造設計、構造調査、耐震診断・評価及び耐震改修等のエ
キスパート企業集団として、1989年の設立以来、公益的な事業を通して技術力向上・普
及を図り、それら構造物の耐震安全性を確保して良質な社会資産としての価値を高めるた
めの活動を行っております。
　1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災では、耐震に対して構造体は
もちろんのこと、天井など非構造部材や基礎・地盤、さらには津波を含めた総合的な対策の
重要性が炙り出されました。また、2016年の熊本地震では、震度7の地震が2回連続して
発生したことにより、木造家屋を中心に大きな被害が発生しました。2018年9月には北海
道胆振東部地震で震度7を記録し、地盤液状化や斜面崩壊により木造家屋に被害が発生
しました。今後も、東海・東南海・南海地震の巨大連動地震や首都直下型地震などの発生が
懸念されている中、防災・減災社会構築のためのリジリエントな社会構築の施策も加速さ
れています。特に建築では耐震改修促進法も改定され、特定建築物の耐震診断の義務化

などにより、これまで以上に耐震化が進む方向にあります。
　このような状況下において、既存構造物の長期利活用も考慮した総合的な耐震診断・改修技術及び耐久性診断・改修技術
の向上・普及を推進し、技術者を育成していく必要があります。当協会では、社会の要請に応えるため、構造物評定委員会、
技術図書刊行、技術相談等の公益事業、耐震診断・耐震改修コンサル等の技術支援事業、会員向け講習会・見学会、技術調
査等の実施、資格制度(建築構造調査士)による専門家の育成などの活動を継続・強化して参ります。また非構造部材、特に
天井につきましては、他に魁け耐震調査・診断・設計・天井の工法評定・個別評定を通して、信頼される耐震性確保への取り組
みを推進してきたことにより、これまでに天井調査・改修設計、耐震工法評定、個別評定等に多くの実績を挙げております。
　当協会の会員企業は、技術者としての倫理を遵守し、高い技術品質のもとで使命を果たすことができるよう、幅広い知識
の吸収と技術力の向上に日々務めております。今後とも当協会では、建築・土木構造物の安全性・環境に関わる諸問題に対
して、総合耐震の視点から各種の施策を企画実施し、皆様に役立つ活動を行って参りたいと考えておりますので、ご指導、
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

東京理科大学名誉教授
構造物評定委員会委員長

会長
松崎　育弘

協会活動のあゆみ会長挨拶

トピックス
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1989(平1)
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1994(平6)

1995(平7)

1997(平9)

1999(平11)

2000(平12)

2002(平14)
2004(平16)

2007(平19)

2009(平21)

2011(平23)

2012(平24)

2013(平25)

2014(平26)

2015(平27)

2016(平28)

2017(平29)

2018(平30)

2019(平31・令1)

・建築基準法施行令の改正

・平成5年釧路沖地震(M7.5)
・平成5年北海道南西沖地震(M7.8)
・平成6年北海道東方沖地震(M8.2)
・平成6年三陸はるか沖地震(M7.6)
・平成7年兵庫県南部地震(M7.3)
・建築物耐震改修促進に関する法律
・耐震診断・耐震改修に関する指針

・平成9年鹿児島県北西部地震(M6.4)

・建築基準法：性能規定化条項の施行
  (国土交通省)

・新潟県中越地震(M6.8)

・新潟県中越沖地震(M6.8)

・駿河湾地震(M6.5)

・平成23年東北地方太平洋沖地震(M9.0)
・東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化
　推進条例の施行

・改正 建築物の耐震改修促進に関する法律

・長野県神城断層地震(M6.7)

・改正建築基準法第12条
 （特定天井の定期調査報告制度）

・熊本地震(M7.3)

・台湾花連地震(M6.0)

　

・世界の地震と日本の地震
・改修設計実務入門講座
・耐震改修設計実務入門講座(中級編）

・阪神・淡路大震災建物被害からの
　教訓
・屋内運動場の耐震診断基準と補強
　設計
・既存建物の耐震補強と免震工法

・建築の耐震設計と免震・制震豊島
　区役所免震レトロフィット工事
・制震ブレースを用いた耐震補強工法

・被災した建物の被災度判定
・安政江戸地震にみる震災復旧
・耐震改修に関する建築基準法改正
・構造調査家歴－職能確立のために

・耐震改修の現状と対策
・RC造中層集合住宅の耐震診断・
　補強のポイント
・直下地震工学入門
・東日本大震災調査報告
・津波と建築
・３次元免震建物
・非構造部材(天井)の被害実例と対策
・放射能測定とアスベスト
・アスペリティと地震動波形
・名建築と耐震設計の歴史
・天井耐震実務設計
・既存超高層ビルの長周期地震動対策

・建築総合技術者育成のための建築
　研修会
・耐震天井の最新情報と設計例
・基礎構造の地震被害と耐震診断
・外付けRCフレームによる耐震補強
　工法デザイン
・Uフレーム工法
・天井耐震設計とEディフェンス実験
　の紹介
・神谷バー（国の登録有形文化財）
　耐震補強工法
・RM耐震補強工法ユニット組積造壁
　による耐震補強工法の適用例
・特定天井設計事例実務勉強会
・牛久大仏他技術研修会
・法律セミナー
 （設計・施工・監理等の紛争事例）
・特定天井改修設計セミナー

・NCREE耐震補強講演
・東京都知事創立30周年記念祝賀会
　来賓挨拶

・構造調査コンサルティング協会発起人総会
・協会設立(正会員21社、賛助会員4社)
・海外被災建物復旧工事視察団の派遣
　(メキシコ・サンフランシスコ地震)
・既存RC造建物の耐震診断標準業務量
　(参考1994)の発行
・兵庫県南部地震調査グループの支援参加
・既存建築物耐震診断・改修等推進全国
　ネットワーク委員会に参加
・協会 構造物評定委員会の発足
・既存RC造建物の耐震診断標準業務量
　(参考1997)改訂版発行
・既存RC造建築物の耐震補強設計業務量
  (参考1999)発行
・既存建築物の耐震診断・耐震補強設計
　マニュアルの発行
・任意団体から有限責任中間法人に移行
・「建築物の耐震改修計画の技術評定に係る
　専門機関」として東京都より認定
・既存建築物の耐震診断・補強設計
　マニュアル(増補版2007年)の発行
・有限責任中間法人から一般社団法人に移行
・建築構造調査士制度設立

・協会会員数80社となる
・災害特別本部設置（東日本大震災調査）
・東日本大震災調査報告書（建物被災状況）
・義援金を日本赤十字社を通して被災地に送る
・東日本大震災現地調査（春季、秋季）
・既存建築物の耐震診断・耐震補強設計
　マニュアル（2012年版）の発行（４団体共同）
・日本耐震天井施工協同組合（JACCA）と
　交流・連携・協力で合意
・天井耐震診断士認定制度講習会
・構造物評定料金改定
・鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断業務
　報酬指針の発行
・非構造部材耐震化調査の業務報酬指針の発行
・一級建築士事務所登録
・天井耐震改修パンフレットの発行

・天井の工法開発評価
 （超軽量天井の評価書発行）

・天井耐震改修評定
・天井工法開発評価
・建築総合技術者育成技術研修会
・公共施設天井調査業務受託
・公共施設天井調査業務受託
・公共施設天井改修設計業務受託
 （天井評定含む）

・マニュアル改定（2018年版）
・台湾『國家地震工程研究中心（NCREE）』訪問
・建物調査マニュアル（2019.5）
・創立30周年

開催年度 活　動 講演会・見学会 主な被害地震と耐震改修の動向

（まつざき　やすひろ）

下記抜粋による

・創立30周年記念式典開催（2019年）
・建物調査マニュアル（建物調査、天井調査、技術）発行（2019年）
・台湾『國家地震工程研究中心』訪問（2018年）
・公共施設天井調査・改修設計・評定受託（2017年）
・『超軽量天井システムにおける耐震工法かるてん』評定（2016年）
・非構造部材耐震化調査の業務報酬指針（2014年度版）発行（2014年）
・一般社団法人構造調査コンサルティング協会一級建築士事務所登録（2014年）

創立30周年 記念講演会 國家地震工程研究中心
（NCREE）との記念写真

東京都知事との記念写真
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制震・免震

〇協会組織図

〇会員の資格（細則より抜粋）
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一般社団法人
構造調査コンサルティング協会
〒101－0041
東京都千代田区神田須田町1－12　山萬ビル
TEL：（03）3254ー8078　FAX：（03）3254ー8091
 URL：http://www.strec.org
 E-mail：strec-a@trust.ocn.ne.jp

〇協会案内図
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一般社団法人　構造調査コンサルティング協会
倫　　　理

構造調査コンサルティング協会は、既存構造物の安全を社会に提供することを使命とします。
１　私たちは、構造物の医者として構造物の実態を把握し、人命への危険の除去に全力を尽します。
２　私たちは、社会の資産である構造物の維持・管理のため、現状を把握し、その延命に努めます。
３　私たちは、計り知れない自然の力を念頭に、リスクを考え様 な々技術を取り入れ安全・安心に全力を尽くします。
４　私たちは、倫理観を持った技術者の育成を最優先に努めます。
５　私たちは、依頼者の良きパートナーとして責務を全うし、且つ中立・独立の立場を堅持します。

（正 会 員）第 2 条　正会員は、以下の要件を満たしていなければならない。
　　　　　　　1. 一級建築士事務所登録、または、建設コンサルタント登録を有すること
　　　　　　　2. 公正、かつ、中立的な立場で業務が行えること
　　　　　　　3. 調査、診断または改修設計の実績があること
　　　　　　　4. 定められた定款、会則その他の協会活動に賛同し、理事会において認められること

（準 会 員）第 3 条　準会員は、第 2 条（正会員）の 2 ～ 4 項の要件を満たすこと。
（賛助会員）第 4 条　賛助会員は、以下の要件を満たしていなければならない。
　　　　　　　1. 公正、かつ、中立的な立場で業務が行えること
　　　　　　　2. 定められた定款、会則その他の協会活動に賛同し、理事会において認められること
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