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 都道府県 講習会種別 開催日 曜日 募集人数 開催地 開催団体（お問い合わせ先） 開催団体URL

青　森 「一般建築向け及び小規模向け」講習 3月14日 火 100人 リンクステーションホール青森（青森市文化会館） 建築士事務所協会 http://www.aomorijk.or.jp/

岩　手 「一般建築向け及び小規模向け」講習 2月15日 水 100人 いわて県民情報交流センター　アイーナ　８０４Ａ会議室 建築士事務所協会 http://www.hukkoujuutaku.sakura.ne.jp/iwajk

宮　城 未定 建築士事務所協会 http://www.miyajikyo.com/

山　形 「一般建築向け及び小規模向け」講習 3月9日 木 90人 山形ビッグウィング 建築士事務所協会、建築士会 http://www.yao.or.jp/

福　島 「一般建築向け及び小規模向け」講習 未定 未定 建築士事務所協会 http://www.sekkei-f.jp/

未定 建築士事務所協会 https://www.i-jk.org/

未定 3月15日 水 50人 水戸市 建築士会 http://i-shikai.com/

栃　木 「一般建築向け及び小規模向け」講習 1月30日 月 150人 とちぎ福祉プラザ 建築士事務所協会 http://www.tkjk.or.jp/

「一般建築向け及び小規模向け」講習 1月20日 金 100人 群馬建設会館Ａホール 建築士会 http://gunmakenchikushikai.or.jp/

「一般建築向け及び小規模向け」講習 2月3日 金 150人 群馬建設会館ホール 建築士事務所協会 http://sekkei-gunma.weblogs.jp/

埼　玉 「一般建築向け及び小規模向け」講習 2月21日 火 100人 埼玉建産連研修センター　２００会議室 建築士事務所協会 http://www.saijikyo.or.jp/

千　葉 「一般建築向け及び小規模向け」講習 未定 未定 建築士事務所協会 http://www.chiba-jk.or.jp/

「一般建築向け及び小規模向け」講習 3月3日 金 100人 東京建築士会　会議室 建築士会 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/

「一般建築向け及び小規模向け」講習 3月21日 火 50人 東京都建築士事務所協会　会議室 建築士事務所協会 http://www.taaf.or.jp/

神奈川 未定 建築士事務所協会 http://www.j-kana.or.jp/

新　潟 「一般建築向け及び小規模向け」講習 3月3日 金 30人 白山ビル　７階会議室 建築士事務所協会 http://www.niaaf.or.jp/

長　野 「一般建築向け及び小規模向け」講習 2月16日 木 70人 えんぱーく　４階 建築士事務所協会 http://www.nsjk.com/

http://www.toyamajk.org/
http://toyama-kenchikushikai.or.jp/

http://www.ishi-kjk.com/
http://www2.odn.ne.jp/~aaw76880/

http://www.fukuijk.jp/
http://www.fukuiken-kenchikushikai.or.jp/

静　岡 「一般建築向け及び小規模向け」講習 3月14日 火 80人 静岡市産学交流センター　ペガサート６会プレゼンルーム 建築士事務所協会 http://www.shijikyo.or.jp/

http://www.aichi-jimkyo.or.jp/

http://www.asanet.or.jp/

三　重 「一般建築向け」講習、「小規模向け」講習を同日開催 2月24日 金 70人 三重県総合文化センター　大研修室 建築士事務所協会、建築士会、ＪＩＡ http://www.sekkei-mie.jp/

滋　賀 「一般建築向け」講習 2月20日 月 50人 草津市立まちづくりセンター 建築士事務所協会 http://www.shiga-jk.jp/

京　都 「一般建築向け」講習、「小規模向け」講習を同日開催 1月25日 水 30人 京都府建築士事務所協会　会議室 建築士事務所協会 http://www.kyoto-kenchiku.com/

大　阪 「一般建築向け及び小規模向け」講習 4月27日 木 80人 大阪府建築健保会館６階ホール 建築士事務所協会 http://www.oaaf.or.jp/

兵　庫 未定 建築士事務所協会 http://www.hyogo-aaf.org/

奈　良 「一般建築向け及び小規模向け」講習 1月20日 金 30人 奈良県建築士会館　１階会議室 建築士事務所協会 http://www1.kcn.ne.jp/~nrkjk/

和歌山 「一般建築向け及び小規模向け」講習 2月9日 木 50人 建築士会館　３階大会議室 建築士事務所協会 http://www.w-aaf.or.jp/

鳥　取 「一般建築向け及び小規模向け」講習 未定 未定 建築士事務所協会 http://31kjk.com/

岡　山 「一般建築向け」講習、「小規模向け」講習を同日開催 1月26日 木 60人 岡山商工会議所　４０４会議室 建築士事務所協会 http://www.o-a-a.com/

広　島 「一般建築向け」講習 未定 100人 未定 建築士事務所協会 http://www.h-aaa.jp/

山　口 「一般建築向け及び小規模向け」講習 1月19日 木 60人 山口県セミナーパーク 建築士事務所協会 http://www.y-jimukyo.com/

「小規模向け」講習 3月7日 火 建築士会 http://kagawakenchikushikai.com/

「一般建築向け」講習 3月15日 水 建築士事務所協会 http://www.sekkei-kagawa.or.jp/

愛　媛 未定 建築士事務所協会 http://www.ehimekai.com/

福　岡 「一般建築向け及び小規模向け」講習 未定 100人 福岡建設会館 建築士事務所協会 http://www.f-aa.jp/

佐　賀 未定 建築士事務所協会 http://sagakjk.com/

長　崎 「一般建築向け及び小規模向け」講習 1月26日 木 40人 長崎県建設総合会館　５階　第３会議室 建築士事務所協会 http://www.nagasaki-jk.net/

熊　本 「一般建築向け及び小規模向け」講習 6月22日 木 120人 グランメッセ熊本　　２階大会議室 建築士事務所協会 http://www.kaaf.or.jp/

http://www.coara.or.jp/~oitaarch/

http://www.oita-shikai.or.jp/

「一般建築向け及び小規模向け」講習 2月24日 金 36人 JA AZMホール別館３０１ 建築士会 http://www.miyazaki-aba.or.jp/

未定 建築士事務所協会 http://www.m-kjk.com/

鹿児島 「一般建築向け及び小規模向け」講習 未定 未定 建築士事務所協会 http://www5.synapse.ne.jp/kakenjikyo/

http://www.oaa.or.jp/
http://shikai.or.jp/

宮　崎

建築士事務所協会、建築士会大　分 「一般建築向け及び小規模向け」講習 1月18日 水 100人 大分県教育会館

建築士事務所協会、建築士会

香　川

愛　知 「小規模向け」講習 2月20日 月 80人 愛知建築士会　会議室

建築士事務所協会、建築士会

福　井 「一般建築向け及び小規模向け」講習 2月24日 金 100人 福井県中小企業産業大学校　１階大教室 建築士事務所協会、建築士会

石　川 「一般建築向け及び小規模向け」講習 2月17日 金 50人 石川県建設総合センター　５階　第１研修室

「実務者のための設計・監理契約書講習会」　開催日程一覧

茨　城

群　馬

富　山 「一般建築向け」講習、「小規模向け」講習を同日開催 2月23日 木 100人 富山産業展示館　テクノホール 建築士事務所協会、建築士会

東　京

浦添市産業振興センター・結の街 建築士事務所協会、建築士会沖　縄 「一般建築向け及び小規模向け」講習 3月24日 金 60人


