
 

地中熱利用促進協会主催地中熱利用促進協会主催地中熱利用促進協会主催地中熱利用促進協会主催    

第第第第 10101010 回地中熱基礎講座回地中熱基礎講座回地中熱基礎講座回地中熱基礎講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

地中熱利用ヒートポンプシステムは、年間設置件数が年々伸びており、地中熱に関わる人材の育成は、今後の普及

拡大に向け重要性が増しています。協会では、このような人材育成のニーズに対応するため、平成 22 年 3 月に第 1 回

地中熱基礎講座を開催し、以降、平成 24 年度には設計講座および施工講座の開設、平成 26 年度には地中熱施工

管理技術者資格制度の創設を行ってまいりました。 

このたび、第 10 回地中熱基礎講座を以下のとおり開催いたします。本基礎講座は、今後、業務の上で地中熱に関

わる人を主な対象に、基礎的な知識を身につけていただくことを目的としています。また、平成 27 年度より開催予定の二

級地中熱施工管理技術者資格試験においては、その受験資格として、地中熱の設備工事について 1 年(12 ヶ月)以上

の実務経験を有する者、または基礎講座の全過程を受講した者が定められています。今後の業務のため地中熱の知識

を身につけたい方はもちろんのこと、平成 27 年度の二級地中熱施工管理技術者資格試験のために基礎講座の受講が

必要な方は、この機会に受講いただきたく、ご案内申し上げます。 

なお、地中熱施工管理技術者資格制度につきましては、協会ホームページをご参照下さい。 

 

１１１１．．．．    開催期間開催期間開催期間開催期間とととと会場会場会場会場    

期間： 平成 27 年 5 月 18 日(月) 10：00（受付開始）～19 日(火) 16：00 

会場： ハロー貸会議室八丁堀  （東京都中央区入船 1-1-26 永井ビル 2Ｆ） 

プログラム： 別紙参照 

地中熱利用設備見学：東京都中央区立明正小学校  （東京都中央区新川 2-13-4） 

 

２２２２．．．．募集人員募集人員募集人員募集人員およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法    

募集人員： 40 名（先着順） 

申込方法： 受講申込書に必要事項を記入の上、協会事務局へご送付いただくとともに、受講料を指定の口

座にご入金下さい。入金確認後、受講票を発行（ＰＤＦファイルをメール送付）いたします。受講票がなけ

れば受講できませんので、ご注意ください。 

    

３３３３．．．．講座講座講座講座テキストテキストテキストテキスト 

「地中熱ヒートポンプシステム」北海道大学地中熱利用システム講座（オーム社）を使用します。お持ちでない方

には、当日会場渡しにて販売いたします。購入を希望される方は、申込用紙に購入数をご記入のうえ、受講料

とともにお振込み下さい（1冊 3,240円 消費税込）。 

 

４４４４．．．．受講料受講料受講料受講料    

協会会員：22,680円  非会員：32,400円  学生(5 名まで)：16,200円 （各消費税込） 

別紙申込書記載の銀行口座に４月末までにお振込ください。入金確認後、受講票を発行いたします。 

講座テキストをご購入の方は、テキスト代（税込 3,240円）もあわせてご入金下さい。テキストは、当日会場にてお

渡しいたします。 

なお、懇親会参加費 5,000円は当日お支払いください。 



 

５５５５．．．．修了証修了証修了証修了証書書書書とととと受講者確認受講者確認受講者確認受講者確認 

ＣＰＤ対応。全課程を受講した方に、修了証書を発行します。受講時に本人確認を行いますので、受講票の写

真貼付欄に写真（4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近６ヶ月以内撮影）を貼付の上、ご持参下さい。ま

た、学生の方は、学生証もあわせてご提示下さい。 

 

６６６６．．．．おおおお問合問合問合問合せせせせ・・・・申込申込申込申込先先先先    

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 (〒167-0051 東京都杉並区荻窪 5-29-20) 

Tel/Fax：03-3391-7836  E -ma i l：geohpajs@geohpaj.org 

    

７７７７．．．．そのそのそのその他他他他のののの地中熱講座地中熱講座地中熱講座地中熱講座    

協会では基礎講座の他に、設計講座、施工講座（施工管理講座）を開催しています。両講座とも、基礎講座

受講程度の知識を有することを前提としていますので、受講予定の方は、あらかじめ基礎講座を受講いただきま

すよう、お願いいたします。また、地中熱施工管理技術者資格試験（一級、二級とも）の受験には、施工管理講

座の受講が必須となっています。 

 

会場案内 

 

講座会場 

ハロー貸会議室八丁堀 

東京都中央区入船 1-1-26 

  永井ビル 2Ｆ 

 

施設見学 

中央区立明正小学校 

東京都中央区新川 2-13-4 

 

 

 

 



講義タイトル 時間 講義内容 講師

受付（30分） 10：00～10：30

主催者挨拶（10分） 10：30～10：40

①地中熱ヒートポンプシステムの基礎（80分） 10：40～12：00

（テキスト　1章）

地中熱利用の基本構成、特徴や導入効果など

西日本工業大学　教授　成田　樹昭

昼食（60分） 12：00～13：00

②地中熱交換器（70分） 13：00～14：10

（テキスト　2章）

ボアホール方式、基礎杭方式の概要と、Ｕチューブについて

西日本工業大学　教授　成田　樹昭

休憩（10分） 14：10～14：20

③地中熱ヒートポンプシステムの評価と将来展望（100分） 14：20～16：00

（テキスト　6章　および配布資料）

経済性および環境性評価、将来展望について

北海道大学　教授　長野　克則

休憩（10分） 16：00～16：10

④冷暖房システムの概要（70分） 16：10～17：20

（テキスト　4章）

基本的なシステムの説明

西日本工業大学　教授　成田　樹昭

事務局案内（10分） 17：20～17：30 翌日説明

懇親会 18：00～20：00 八丁堀駅近傍(会場未定）　（会費5,000円）

受付（10分） 9：30～9：40

①ヒートポンプと補機（70分） 9：40～10：50

（テキスト　3章）

ヒートポンプの基礎知識と熱源補機

 
ゼネラルヒートポンプ工業㈱　柴　芳郎

休憩（10分） 10：50～11：00

②導入例と運転実績（60分） 11：00～12：00

（テキスト　付録　および配布資料）

導入事例と運転実績の紹介

三菱マテリアルテクノ㈱　石上　孝

昼食（60分） 12：00～13：00

③地中熱ヒートポンプシステムの設計（70分） 13：00～14：10

（テキスト　5章）

システム設計の概略

ジオシステム㈱　高杉　真司

移動（30分） 14：10～14：40

④地中熱利用施設見学 14：40～15：40

見学先：中央区立明正小学校

（地中熱利用設備）

中央区教育委員会、明正小学校

ミサワ環境技術㈱

閉会挨拶・修了証書授与（20分） 15：40～16：00

第10回地中熱基礎講座　プログラム

平成27年5月18日（月）～19日（火）　会場：ハロー貸会議室八丁堀　（東京都中央区入船1-1-26　永井ビル　2F）

１日目

５月１８日

（月）

２日目

５月１９日

（火）



No．    

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人((((ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人))))    地中熱利用促進協会主催地中熱利用促進協会主催地中熱利用促進協会主催地中熱利用促進協会主催    

第第第第 10101010 回地中熱基礎講座回地中熱基礎講座回地中熱基礎講座回地中熱基礎講座    （（（（平成平成平成平成 22227777 年年年年 5555 月月月月１１１１8888 日日日日（（（（月月月月））））～～～～１１１１9999 日日日日（（（（火火火火））））））））    

受受受受    講講講講    申申申申    込込込込    書書書書    

 

受講申込に際しては本申込書に参加者氏名等を記載の上、メール又はＦａｘで事務局まで返送をお願いします。

受講申込書は、１人１枚でお願い致します。 

なお、先着４０名の定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。 

 

協 会 会 員 種 別： （  ）正会員、 （  ）特別会員、 （  ）非会員、 学生（  ） 

懇 親 会： （  ）参加、 （  ）不参加  （懇親会費は当日受付にてお支払い願います） 

テ キ ス ト： （  ）持参、 （  ）申込購入（  冊） 
※購入希望者は受講料とあわせてご入金下さ

い。テキストは当日会場にてお渡しいたします。 

企 業 ・ 組 織 名：  

部署名・役職名：  

氏 名：  印 

(〒       ) 
住 所： 

 

 

電 話 / Ｆ Ａ Ｘ：  

メ ー ル ア ド レ ス：  

 

参加申込先 ： 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 事務局 

〒167-0051 東京都杉並区荻窪 5-29-20 

Te l/Fax： 03-3391-7836（事務局） 

E - m a i l： geohpajs@geohpaj.org 

振込先 ： みずほ銀行 荻窪支店(244) 普通預金 2874843 

口座名 ： 特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 

（４月末までにご入金下さい。入金確認後、受講票を発行いたします。なお、入金後のお取り消しは出来ませんので、ご了解下さい。） 


