平成29年度
スチールドア契約適正化全国研修会

・スチールドアに関わる塗装
・建築物省エネ法適合義務化とその対応
・建具の防火、遮煙に関する知識
・防火設備の点検制度の実施状況
・社会保険加入促進状況と展望
などについて説明します。
研修会内容
◆契約適正化の推進について
・社会保険加入促進状況と展望
・防火設備の点検制度の実施状況

事例、演習も

◆建築物省エネ法適合義務化とその対応について
交えて学ぶ！
◆スチールドアに関わる塗装について
◆鋼製建具性能試験報告書使用許諾制度について
◆法令に準拠した鋼製建具（防火/遮煙など）の選択の仕方について
・鋼製ドアに関するよくあるＱ＆Ａ （「鋼製防火戸に関する手引き」配布）
・演習問題とその解答と解説

開催日

平成２９年１０月２３日（月）、１０月２６日（木） 東京
１１月 １日（水） 札幌・広島
１１月 ８日（水） さいたま・大阪
１１月１７日（金） 仙台・金沢
１１月２１日（火） 名古屋・福岡
１１月２８日（火） 高松・沖縄

主 催

(一社)日本サッシ協会
(一社)日本シヤッター･ドア協会
(一社)カーテンウォール･防火開口部協会
(一財)建設業振興基金

協 賛

「鋼製防火戸に関する手引き」

平成２９年９月吉日

会員各位
スチールドア製造企業各位
流通企業各位
主催 一般社団法人 日本サッシ協会
主催 一般社団法人 日本シヤッター・ドア協会
主催 一般社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会
協賛 一般財団法人 建 設 業 振 興 基 金

「平成 29 年度 スチールドア契約適正化全国研修会」 開催のご案内
拝啓
残暑厳しき折、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く
お礼申し上げます。
（一社）日本サッシ協会、（一社）日本シヤッター・ドア協会及び（一社）カーテンウォール・防火開口部
協会では（一財）建設業振興基金の協賛のもと、契約締結適正化の推進を目的に今年度も「スチール
ドア契約適正化全国研修会」を開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

研修会内容は、下記の通りとさせていただきます。
Ⅰ．契約適正化の推進によるスチールドア製造メーカの地位の向上や、業界の担い手の育成をはかる。
Ⅱ．専門工事業者として防火設備、遮煙、ＣＡＳやそれに関連する法令等の習得のため、下記の四項目
の研修テーマを設定しております。
１． 契約適正化の推進について
・社会保険加入促進状況と展望
・防火設備の点検制度の実施状況
２． 建築物省エネ法適合義務化とその対応について
３． スチールドアに関わる塗装について
４． 鋼製建具性能試験報告書使用許諾制度について
５． 法令に準拠した鋼製建具（防火/遮煙など）の選択の仕方
・鋼製ドアに関するよくあるＱ&Ａ
・演習問題とその解答と解説

研修会の参加対象は、（一社）日本サッシ協会、（一社）日本シヤッター・ドア協会、（一社）カーテンウォー
ル・防火開口部協会会員の他、会員以外のスチール・ドアメーカーの方々及び、流通を含めた営業・積算・
設計・施工管理・製造品質管理のご担当者としております。
スチールドアに関わる全ての関係者が集い学び、業界挙げての契約締結適正化の推進に邁進したいと
存じますので何卒ご出席頂けます様お願い申し上げます。

敬具

１．講師のご案内
上田 徹（文化シヤッター）、後藤 昌伸（エヌエスディ）、堀井 崇（田中サッシュ工業）、
小野 寛明（三和シヤッター工業）、鈴木 誠（日鋼サッシュ製作所）、西井 守（ＬＩＸＩＬ）、
在塚 均（YKK AP）、森 康夫（日本シヤッター・ドア協会）遠藤 和夫（日本シヤッター・ドア協会）、
瀬古 修司（日章工業）、佐々木 道夫（日本サッシ協会）、
２．参加費及び準備していただく物
１）参加費 会員、非会員共に４，０００円／１名
（テキスト資料「鋼製防火戸に関する手引き（追補版）含む」）
２）準備していただく物 筆記用具
３．受講対象
（一社）日本サッシ協会、（一社）日本シヤッター・ドア協会、（一社）カーテンウォール・防火開口部
協会会員のスチールドア製造企業他、非会員のスチールドア製造企業及び流通を含めた営業・
積算・設計・施工管理・製造品質管理担当、営業責任者、経営者
４．開催日・開催地区・対象エリア
平成２９年１０月２３日（月）より１１月２８日（火）まで、全国１１地区（１２回）
東京会場は、主に東京都内・神奈川県・千葉県・茨城県・山梨県の方々を対象に
さいたま会場は、主に埼玉県・栃木県・群馬県・新潟県・長野県の方々を対象としています。
５．研修会プログラム、内訳は別紙添付
６．開催場所・開催日
開催会場

月・日

札幌

１１/１
（水）

仙台

東京

場

所

電

話

定員数

北海道中小企業会館 Ｃ・Ｄ会議室
札幌市中央区北 1 条西７丁目プレスト 1・7 ﾋﾞﾙ２階

011-231-7141

54

１１/１７
（金）

ショーケー本館ビル 3 階 B 室
仙台市青葉区五橋 2－11－1

022-266-2784

40

１０/２３
（月）

日本消防会館 大会議室
東京都港区虎ノ門 2-9-16

１０/２６
（木）

同上会場

さいたま

１１/８
（水）

金沢

96
03-3503-1486
96

大宮ソニックシティ 906 号室
さいたま市大宮区桜木町 1－7－5

048-647-4111

70

１１/１７
（金）

金沢勤労者プラザ 406 研修室
金沢市北安江 3－2－20

076-221-7771

42

名古屋

１１/２１
（火）

東別院会館「蓮の間」
名古屋市中区橘 2－8－45

052-331-9576

56

大阪

１１/８
（水）

大阪産業創造館 ６階会議室 E
大阪市中央区本町１－４－５

06-6264-9888

114

１１/１

RCC 文化センター 613 号室

（水）

広島市中区橋本町 5－11

082-222-2277

30

高松

１１/２８
（火）

高松テルサ 視聴覚室
高松市屋島西町 2366－1

087-844-3511

66

福岡

１１/２１
（火）

福岡県中小企業振興センター ４０１号室
福岡市博多区吉塚本町 9-15

092-622-0011

96

１１/２８

沖縄産業振興ｾﾝﾀｰ・展示場

098-859-6234

40

広島

沖縄

（火）

沖縄県那覇市字小禄１８３１－１

７．参加申し込み
○申込はＦＡＸで
○参加費は郵便振替口座へ
参加ご希望の方は、会社ごとに同封の「参加申込書」に所要事項をまとめて記入の上、会場別の
下記「参加申込先」にＦＡＸでお送り下さい。
※各会場とも定員に達し次第 締め切りとさせていただきますのでお早めにお申し込み下さい。

＜会場別参加申込先＞
会場

申込先

札幌

北海道札幌市白石区米里一条３－６－８
㈱タカフジ（北海道支部長/代表取締役社長 尾上 精治）

仙台

宮城県仙台市宮城野区扇町７－７－１４
中央鋼建㈱（東北支部長/代表取締役会長 本多 悟）

東京

東京都港区愛宕 1 丁目 3 番 4 号 愛宕東洋ビル７Ｆ
（一社）日本サッシ協会 本部（事務局 山賀 加代）

さいたま

東京都港区愛宕 1 丁目 3 番 4 号 愛宕東洋ビル７Ｆ
（一社）日本サッシ協会 本部（事務局 山賀 加代）

金沢

石川県金沢市観音堂町へ-５１
日海不二サッシ㈱（北陸支部事務局/西 明彦）

名古屋

愛知県清須市須ヶ口１９００－１
豊和工業㈱ （東海支部事務局/ 右高 幸宗）

大阪

大阪府大阪市浪速区敷津東３－１１－６松尾ビル３０２号
（一社）日本サッシ協会 関西支部（事務長 石田 昌司）

広島

島根県出雲市上島町２２５４－１
㈱三加茂建鋼（中国支部長/代表取締役社長 三加茂 吉己）

高松

香川県高松市松並町１０３５
㈱日鋼ｻｯｼュ製作所（四国支部長/代表取締役 前田 恭典）

福岡

福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２８１３－１
日章工業㈱（九州支部長/代表取締役社長 藤新 成信）

沖縄

沖縄県中頭郡西原町字掛久保 217 番地
（沖縄県サッシ商工組合理事長/呉屋 良和）

（締切日） 各会場とも９月２９日（金）

TEL／FAX
０１１－８７１－０６６６
０１１－８７１－０５１９
０２２－２５４－８６８０
０２２－２５９－３３４９
０３－６７２１－５９３４
０３－６７２１－５９３３
０３－６７２１－５９３４
０３－６７２１－５９３３
０７６－２６７－９２００
０７６－２６７－９２２２
０５２－３８５－３４８３
０５２－４０９－６５６１
０６－６６３２－５４２１
０６－６６４３－４８０８
０８５３－４８－０１８３
０８５３－４８－０１６３
０８７－８６７－１６７４
０８７－８６７－１５７８
０９２－６１１－０７９２
０９２－６１１－０７９２
０９８－８３５－８１００
０９８－８３５－８１０６

８．お支払方法
「お申込」と同時に地区別に下記「日本サッシ協会郵便振替口座」にお支払下さい。
※ 払込取扱票の通信欄に必ず①開催日②会場名③企業名④参加者名を記入して下さい。
なお、「送金手数料」はご負担願います。
会場

口座番号

加入社名

札幌・仙台・東京・名古屋
さいたま・金沢・広島

備考
① 開催日

００１７０－３－５５９４３２

日本サッシ協会

高松・福岡・沖縄

② 会場名
③ 企業名
④ 参加者名

大阪

００９５０－１－３２２２５４

日本サッシ協会 関西支部

９．本研修会についてのお問合せ先
（一社）日本サッシ協会 事務局 佐々木 道夫 宛 お問合せ願います。
TEL０３－６７２１－５９３４ FAX０３－６７２１－５９３３
以上

平成29年度スチールドア契約適正化全国研修会プログラム
受

付

９：１５～ ９：３０

1. 開 会 挨 拶 （支部長） 主旨説明、講師紹介

９：３０～ ９：５０

2. 研 修 内 容
１） 契約適正化の推進について

９：５０～１０：３５

①社会保険加入促進状況と展望 （20分）
②防火設備の点検制度の実施状況（25分）
＜休憩 １0分＞

１０：３５～１０：４５

２）建築物省エネ法適合義務化とその対応について（30分）

１０：４５～１１：１５

３）ＳＤに関わる塗装について（40分）

１１：１５～１１：５５

＜昼食 50分＞
４）鋼製建具性能試験報告書使用許諾制度について（15分）

１１：５５～１２：４５
１２：４５～１３：００

５）法令に準拠した鋼製建具の選択の仕方
①鋼製ドアに関するよくあるＱ＆Ａ（90分）
（途中休憩 10分含む）

１３：００～１４：３０

＜休憩 １0分＞

１４：３０～１４：４０

②演習問題とその解答と解説（50分）

１４：４０～１５：３０

3. 閉 会 ・アンケート記入

１５：３０～１５：４０

（※プログラムは当日若干変更あるかもしれませんのでご了承願います。）

平成２９年度スチールドア契約適正化全国研修会

[参加申込書]

※開催会場別の申込先へＦＡＸ

申込先（指定窓口）

９月２９日（金）までに必着
御中
会

１、札幌
５、さいたま
１０、高松

場

２、仙台
６、金沢
１１、福岡

３、東京（１０月２３日）
４、東京（１０月２６日）
７、名古屋
８、大阪
９、広島
１２、沖縄

※参加場所を〇で囲み、申込書を申込先（指定窓口）へお送り下さい。
(連絡者）

〒・住 所
所 属
氏 名
ＴEL

会
社
名
団体の加入・未加入確認欄
□ 日本サッシ協会

加入団体の全てにチェックを入れてください。

□ 日本シヤッター・ドア協会

□ カーテンウォール・防火開口部協会
□ いずれにも未加入の製造企業

□ 流通関係の企業

講習参加希望者 所属名・職務名・氏名記入欄
部・課名

職務名

氏 名

部・課名

1

4

2

5

3

6

職務名

氏 名

※東京会場は２回開催予定です。複数の申込の場合は開催日別に用紙を区分けしてください。
※職務名は経営者、営業責任者、営業、積算、設計、施工管理、製造品質管理その他職務名を記入
して下さい。
※参加費は締切日までに地区別指定の「日本サッシ協会郵便振替口座」(下記)にてお支払い下さい。
備考の通信欄記入事項は必ず記入して下さい。 (参加費：４，０００円/１名 弁当、資料込み）
記入必須項目
会 場

口座番号

加入者名

備考（通信欄）

札幌

仙台

記入事項

東京

さいたま

①開催日 ②会場名

金沢

名古屋

高松

福岡

００１７０-３-５５９４３２

③参加者企業名
④参加者名

沖縄
大阪

日本サッシ協会

００９５０-１-３２２２５４

※上記項目未記入の場合
入金処理ができない場合が
日本サッシ協会 関西支部 あります。

◎申込み者多数の場合は開催場所、日程等の調整をお願いするかもしれませんのでご周知ください。
◎研修会は午前９：３０～午後１５：４０までの予定です。（受付は９：１５からです）
（大阪会場は 9：45～15：45までの予定です。（受付は9：30からです））
◎飲物・昼食を準備しております。

