
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

平成 21 年 1 月からの中古住宅適合証明業務の制度改正においては、「住宅・不動産市場活性化の緊急対策」

の一環として優良住宅取得支援制度（フラット３５Ｓ：当初 5 年間 0.3%の金利優遇）が拡充されて「フラット３

５Ｓ（中古タイプ）」が新設されるなど、大幅な改正を実施いたします。また、このフラット３５Ｓ（中古タイ

プ）の適合証明は適合証明技術者の方にも物件調査を実施いただくことができるものとなっています。 

適合証明業務の実施にあたっては、この講習会の受講が義務付けられているものではありませんが、的確に業務を実

施いただくためにも、是非受講していただきますようご案内申し上げます。 

 この講習会は適合証明技術者ご本人しか受講できません。 

■主   催■  (社)日本建築士事務所協会連合会、(独)住宅金融支援機構 

■協   力■  (社)北海道建築士事務所協会、(社)宮城県建築士事務所協会、(社)東京都建築士事務所協会、 

(社)愛知県建築士事務所協会、(社)石川県建築士事務所協会、(社)大阪府建築士事務所協会、 

(社)広島県建築士事務所協会、(社)福岡県建築士事務所協会 

■受講対象者■ 適合証明技術者 

■開催日程等■ 

開催地 開催日程 会場 定員 

① 平成21年 1月 9日（金） 

東京 

② 平成21年1月13日（火） 

住宅金融支援機構 本店 １階すまい・るホール 

文京区後楽 1-4-10 

地図：http://www.jhf.go.jp/tenpo/head/map/index.html 
各250名 

① 平成21年1月13日（火） 

② 平成21年1月26日（月） 
大阪 

(③が 

 追加) ③ 平成21年 1月27日（火） 

住宅金融支援機構 近畿支店 ２階すまい・るホール 

大阪市中央区南本町4-5-20 

地図：http://www.jhf.go.jp/tenpo/kinki/map/index.html 
各80名 

札幌 
(追加) 

平成21年 2月 3日（火） 

北海道建設会館 ９階大会議室 

札幌市中央区北4条西 3丁目 

地図：http://www1.ocn.ne.jp/̃k.kaikan/mapinfo.html 
100名 

仙台 
(追加) 

平成21年 1月 29日（木） 

フォレスト仙台 ２階 第 1フォレストホール 

仙台市青葉区柏木1-2-45 

地図：http://www.forestsendai.jp/annai/tc_13.html 
140名 

名古屋 
(追加) 

平成21年 1月 30日（金） 

住宅金融支援機構 東海支店 ４階 会議室 

名古屋市千種区新栄3-20-16 

地図：http://www.jhf.go.jp/tenpo/tokai/map/index.html 
100名 

金沢 
(追加) 

平成21年 2月 12日（木） 

（財）石川県地場産業振興センター 本館２階第２研修室 

 金沢市鞍月 2丁目 1番地 

地図：http://www.ishijiba.or.jp/access/index.htm 
90名 

広島 
(追加) 

平成21年 1月 29日（木） 

八丁堀シャンテ ３階 梅の間 

広島市中区上八丁堀8-28 

地図：http://www.h-chanter.jp/access.html 
100名 

福岡 
(追加) 

平成21年 2月 2日（月） 

福岡建設会館 ３０１会議室 

福岡市博多区博多駅東3-14-18 

地図：http://www.fukukenkyo.org/hall/access.html 
140名 

  ※会場地図は各会場のホームページをご覧下さい。 

 

 

-平成21年1月制度改正事項(中古住宅関係)- 

適合証明技術者業務講習会 

会場、日程を追加します！！ 

受付終了 



 

 

 

■スケジュール■ 

時間割 内容（予定） 講師 

14:00～16:00 

適合証明技術者実務手引き[平成 21年 1月追補版]に基づき、平成21年 1月

からの中古住宅における制度改正内容（「フラット３５Ｓ（中古タイプ）」、

「同一マンションの検査結果を活用した物件調査方法」 等）に関する適合

証明業務について解説。 

住宅金融支援機構職員 

■テキスト■ 「平成 21年 1月追補版実務手引き」（当日受講者に無料で配布します。） 

■ 受 講 料 ■ 無料 

■申込方法■  申込書に必要事項をご記入の上、申込先にＦＡＸにてお申込み下さい。申込みの締め切りは、各回の

開催日の３営業日前です。ただし、先着順により定員になり次第締め切らせていただきます。 

大阪会場のみ、申込み受付後、申込み内容の確認書をＦＡＸいたしますので、当日、会場にお持ち

ください。 

大阪会場以外の会場につきましては、申込み内容の確認書等は返送いたしませんので、当日、会場

に直接お越しください。 

■申込先・問合わせ先■ 

開催地 申込先 住所 TEL FAX 

札幌 (社)北海道建築士事務所協会 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西5丁目 11 

大五ビル６Ｆ 
011-231-3165 011-241-1517 

仙台 (社)宮城県建築士事務所協会 

〒980-0802 

仙台市青葉区二日町6-6 

シャンボール青葉２Ｆ 
022-223-7330 022-223-7319 

東京 
(※) 

(社)東京都建築士事務所協会 

〒160-0023 

新宿区西新宿 3-6-4 

東照ビル５Ｆ 
03-5339-8288 03-3345-0150 

名古屋 (社)愛知県建築士事務所協会 

〒460-0008 

名古屋市中区栄4-3-26 

昭和ビル２Ｆ 
052-263-0666 052-261-2200 

金沢 (社)石川県建築士事務所協会 

〒921-8035 

金沢市泉が丘 2-14-7 

金沢宏正ビル４Ｆ 
076-244-5152 076-244-8472 

大阪 
(※) 

(社)大阪府建築士事務所協会 

〒540-0011 

大阪市中央区農人橋2-1-10 

大阪建築会館２Ｆ 
06-6946-7065 06-6946-0004 

広島 (社)広島県建築士事務所協会 

〒730-0013 

広島市中区八丁堀5-23 

オガワビル２Ｆ 
082-221-0600 082-221-8400 

福岡 (社)福岡県建築士事務所協会 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東3-14-18 

福岡建設会館５Ｆ 
092-473-7673 092-473-7278 

(※）東京会場、大阪会場は各事務所協会のホームページで空き状況の確認ができます。 

   ○東京会場→http://www.taaf.or.jp/index01.html →NEWSの講習会ご案内 

   ○大阪会場→http://www.oaaf.or.jp/ →HOT NEWS から講習会の掲示を選択 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講希望 開催地 日程 申込先（FAX） 

 札幌 平成21年 2月 3日（火） 011-241-1517 

 仙台 平成21年 1月29日（木） 022-223-7319 

 ①平成21年 1月 9日（金） 

 
東京 

②平成21年 1月13日（火） 
03-3345-0150 

 名古屋 平成21年 1月30日（金） 052-261-2200 

 金沢 平成21年 2月12日（木） 076-244-8472 

 ①平成21年 1月13日（火） 

 ②平成21年 1月26日（月） 

 

大阪 

③平成21年 1月27日（火） 

06-6946-0004 

 広島 平成21年 1月29日（木） 082-221-8400 

 福岡 平成21年 2月 2日（月） 

 

092-473-7278 

 

適合証明技術者登録番号  

受講者（適合証明技術者）氏名  

 所属建築士事務所 
事務所名                      

電話番号            ＦＡＸ            

適 合 証 明 技 術 者 業 務 講 習 会 

申    込    書 

● 太枠の中をご記入の上、申込先にＦＡＸによりお申し込みください。 

受講希望欄については、受講を希望する開催地に○を記入して下さい。 


