
開催県 実施日 会場名 会場住所 定員

6月6日 北海道第２水産ビル　８階大会議室 札幌市中央区北３条西７丁目 締切

6月9日 旭川市ときわ市民ホール 旭川市６条通４丁目 締切

6月9日 とかちﾌﾟﾗｻﾞ　視聴覚室 帯広市西４条南１３丁目１番地 締切

6月16日 北見市民会館 北見市常盤町２丁目1-10 締切

6月13日 函館市勤労者総合福祉センター（サン・リフレ函館） 函館市大森町２番１４号 締切

6月20日 ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路 釧路市錦町3-7 締切

6月23日 苫小牧市民会館 苫小牧市旭町３丁目２番２号 締切

青森 6月19日 青森県観光物産館アスパム５Ｆあすなろ 青森県青森市安方一丁目1番40号 締切

岩手 5月30日 いわて県民情報交流センター　　　　(アイーナ) 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－７－１ 締切

宮城 7月11日 宮城県建設業国民健康保険組合会館 仙台市宮城野区二十人町301-3 満員

9月6日 宮城県建設業国民健康保険組合会館 仙台市宮城野区二十人町301-3 70

秋田 5月30日 秋田市文化会館　　４階　第６会議室 秋田市山王７丁目３－１ 締切

山形 2018年3月6日 山形ビッグウィング 山形市平久保100 100

福島 6月28日 いわき新舞子ハイツ いわき市平下高久南谷地１６−４ 締切

7月6日 福島県青少年会館 福島市黒岩田部屋５３−５ 150

7月10日 会津アビオスペース 会津若松市インター西９０ 100

7月14日 福島県農業総合センター 郡山市日和田町高倉字下中道116番地 150

6月12日 茨城県建設技術研修センター 茨城県水戸市青柳町4193 締切

8月8日 国民宿舎「水郷」 茨城県土浦市大岩田255 100

11月10日 茨城県建設技術研修センター 茨城県水戸市青柳町4193 200

栃木 7月13日 宇都宮市文化会館　第１会議室 宇都宮市明保野町7-66 満員

9月27日 宇都宮市文化会館　第２会議室 宇都宮市明保野町7-66 60

群馬 8月3日 群馬県公社総合ビル 前橋市大渡町1-10-7 70

8月24日 群馬県公社総合ビル 前橋市大渡町1-10-7 70

7月27日 埼玉建産連研修センター200会議室 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 満員

9月26日 埼玉建産連研修センター200会議室 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 90

千葉 6月26日 千葉県教育会館　303会議室 千葉市中央区中央4-13-10　　　　　　　 満員

7月27日 建築会館会議室 千葉市中央区中央4-8-5　 50

東京 7月6日 東京セミナー学院　会議室 東京都豊島区西池袋5-4-6 満員

東京 8月3日 フォーラム８　７００ホール   東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル 250

6月1日 神奈川県建設会館　 神奈川県横浜市中区太田町２－２２ 満員

7月10日 神奈川県建設会館　 神奈川県横浜市中区太田町２－２２ 満員

8月21日 神奈川県建設会館　２階講堂 神奈川県横浜市中区太田町２－２２ 120

山梨 7月27日 山梨県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合）大研修室 山梨県甲府市朝気1-2-2 100

7月27日 佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南４－１ 80

8月2日 長野県南信消費生活センター 飯田市追手町２－６４１－４７ 80

8月9日 長野県自治会館 長野市西長野加茂北１４３－８ 120

8月23日 伊那文化会館 伊那市西町５７７６ 80

8月30日 深志神社梅風閣 松本市深志３－７－４３ 120

6月2日  上越市市民プラザ第3会議室 新潟県上越市土橋1914-3 締切

7月12日 新潟県立生涯学習推進センター大研修室 新潟県新潟市中央区女池南3-1-2 満員

8月24日 新潟県立生涯学習推進センター 新潟県新潟市中央区女池南3-1-2 60

9月6日 長岡新産管理センター 長岡市新産２丁目１番地４ 72

10月19日 上越市市民プラザ 新潟県上越市土橋1914-3 50

静岡 7月26日 静岡市産学交流センター 静岡市葵区御幸町3番地の21 90

8月30日 アクトシティ浜松 浜松市中区板屋町111－1 100

9月8日 プラサヴェルデ 沼津市大手町1丁目1－1－4 90

愛知 8月30日 愛知建築士会　会議室 名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル１０階　 満員

10月25日 愛知建築士会　会議室 名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル１０階　 80

岐阜 8月28日 OKBふれあい会館 岐阜市藪田南５-14-53 75

7月12日 三重県教育文化会館 三重県津市桜橋2-142 50

11月13日 三重県教育文化会館 三重県津市桜橋2-142 50

富山 7月20日  富山市婦中ふれあい館大研修室 富山市婦中町砂子田１－１ 100

7月25日 石川県建設総合センター　５階第１研修室 石川県金沢市弥生２丁目１－２３ 50

8月4日 石川県建設総合センター　５階第１研修室 石川県金沢市弥生２丁目１－２３ 50

6月9日  福井市研修センター　研修室101 福井市文京6丁目8-18 締切

6月30日  福井市研修センター　研修室201 福井市文京6丁目8-18 締切

8月31日 福井県中小企業産業大学校 福井市下六条町16-15 54

6月27日 ピアザ淡海　県民交流センター（203会議室） 大津市におの浜1丁目1-18 締切

7月25日 男女共同参画センター　Ｇ－ＮＥＴしが（研修室Ａ） 近江八幡市鷹飼町　80-4 40

9月27日 ピアザ淡海　県民交流センター（203会議室） 大津市におの浜1丁目1-18 40

京都 6月26日 京都建設会館別館 京都市中京区橘町641 満員

8月25日 京都建設会館別館第3会議室 京都市中京区橘町641 京都建設会館別館 40

神奈川

長野

新潟

三重

石川

福井

滋賀

 既存住宅状況調査技術者 新規講習
北海道

次回の開催が決まり次第掲載させて頂きます。

茨城

埼玉

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ



6月19日  大阪ＹＭＣＡ国際文化センター  大阪市西区土佐堀1-5-6 満員

8月22日  大阪ＹＭＣＡ国際文化センター  大阪市西区土佐堀1-5-6 200

9月6日  大阪ＹＭＣＡ国際文化センター  大阪市西区土佐堀1-5-6 200

兵庫 6月15日 兵庫県私学会館 神戸市中央区北長狭通4-3-13 締切

8月25日 兵庫県学校厚生会館 神戸市中央区北長狭通4-7-34 90

9月21日 兵庫県学校厚生会館 神戸市中央区北長狭通4-7-34 100

奈良 6月20日 エルトピア奈良大会議室 奈良市西木辻町９３－６ 満員

9月13日 奈良県建築士会館 奈良市大宮町２丁目５番７号 24

和歌山 6月15日 和歌山県自治会館 和歌山市茶屋ノ丁2-1 締切

7月28日 和歌山市中央コミュニティセンター 和歌山市三沢町1-2 100

7月4日 とりぎん文化会館 鳥取県鳥取市尚徳町101-5 50

11月7日 とりぎん文化会館 鳥取県鳥取市尚徳町101-5 50

6月27日 建築技能会館 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい　　長瀬602-7 締切

11月15日 建築技能会館 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい　　長瀬602-7 40

6月13日 米子コンベンション 鳥取県米子市末広町294 締切

10月19日 米子コンベンション 鳥取県米子市末広町294 40

8月25日 いわみーる 浜田市野原町1826-1 80

9月13日 くにびきメッセ 松江市学園南1-2-1 80

岡山 6月27日 おかやま西川原プラザ 岡山県岡山市中区西川原２５５番地 満員

9月12日 コンベックス岡山 岡山県岡山市北区大内田６７５番地 60

6月29日 広島県情報プラザ 広島市中区千田町3-7-47 締切

7月28日 広島県情報プラザ 広島市中区千田町3-7-47 100

8月23日 広島県情報プラザ 広島市中区千田町3-7-47 100

山口 6月29日  山口県セミナーパーク１０３号室 山口県山口市秋穂二島1062 締切

徳島 7月26日 徳島県建設センター 徳島県徳島市富田浜２丁目１０番地 80

香川 7月27日 香川県青年センター 香川県高松市国分寺町国分1009 満員

10月4日 香川県青年センター 香川県高松市国分寺町国分1009 50

愛媛 8月1日 愛媛県歴史文化博物館 西予市宇和町卯之町4-11-2 50

8月3日 愛媛県総合科学博物館 新居浜市大生院2133-2 50

8月8日 テクノプラザ愛媛 松山市久米窪田町337-1 100

6月13日 ポリテクセンター高知 高知市桟橋通4-15-68 締切

8月23日 ポリテクセンター高知 高知市桟橋通4-15-68 80

6月21日 福岡建設会館 福岡市博多区博多駅東3丁目14-18 満員

7月11日 福岡建設会館６階 福岡市博多区博多駅東3丁目14-18 100

7月18日 AIMビル 北九州市小倉北区浅野３丁目８－１ 50

7月29日 久留⽶リサーチパーク 久留⽶市百年公園1-1 50

佐賀 7月18日 佐賀県教育会館 佐賀市高木瀬町東高木２２７番地１ 80

長崎 8月30日 長崎県勤労福祉会館 長崎県長崎市桜町9-6 40

9月12日 大村市中央公民館(シーハット大村） 長崎県大村市25番地33 40

熊本 7月14日 熊本県建築士会会議室 熊本県熊本市中央区神水１丁目３－７　建築士会地下会議室 満員

7月19日 熊本県建築士会会議室 熊本県熊本市中央区神水１丁目３－７　 満員

7月27日 熊本県建築士会会議室 熊本県熊本市中央区神水１丁目３－７　 30

大分 8月10日 大分職業訓練センター 大分県大分市 下宗方１０３５−１ 120

宮崎 6月28日 JA・ＡＺＭホール　別館301  宮崎県宮崎市霧島1丁目1番地1 満員

8月17日 宮崎市民プラザ 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番2号 60

鹿児島 6月14日 宝山ホール第３会議室 鹿児島市山下町5-3 満員

8月1日 かごしま県民交流センター 鹿児島市山下町14-50 70

6月26日 沖縄産業支援センター 沖縄県那覇市字小禄1831番地1 締切

7月31日 沖縄産業支援センター　３階　中ホール 沖縄県那覇市字小禄1831番地1 100

8月15日 沖縄産業支援センター　３階　中ホール 沖縄県那覇市字小禄1831番地1 100
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開催県 実施日 会場名 会場住所 定員

5月30日 北海道第２水産ビル　８階大会議室 札幌市中央区北３条西７丁目 締切

6月1日 ㈱近藤商会ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ「みなくるホール」 函館市桔梗町５８９番地 締切

6月1日 旭川市勤労者福祉総合ｾﾝﾀｰ 旭川市６条通４丁目 締切

6月9日 釧路市生涯学習センターまなぼっと 釧路市幣舞町4-28 締切

青森 6月14日 青森県観光物産館アスパム５Ｆあすなろ 青森県青森市安方一丁目1番40号 締切

岩手 6月5日 いわて県民情報交流センター　　　　(アイーナ) 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－７－１ 締切

宮城 7月5日 宮城県建設業国民健康保険組合会館 仙台市宮城野区二十人町301-3 70

秋田 6月16日 秋田市文化会館　　４階　第６会議室 秋田市山王７丁目３－１ 締切

山形 8月30日 山形県産業創造支援センター  山形県山形市松栄1-3-8 60

10月25日 山形県産業創造支援センター  山形県山形市松栄1-3-8 60

福島 7月25日 会津アビオスペース 会津若松市インター西９０ 100

8月1日 いわき新舞子ハイツ いわき市平下高久南谷地１６−４ 150

8月2日 福島県農業総合センター 郡山市日和田町高倉字下中道116番地 150

茨城 6月6日 茨城県建設技術研修センター 茨城県水戸市青柳町4193 締切

8月22日 茨城県建設技術研修センター 茨城県水戸市青柳町4193 100

栃木 6月28日 宇都宮市文化会館　第２会議室 宇都宮市明保野町7-66 満員

9月7日 宇都宮市文化会館 宇都宮市明保野町7-67 60

群馬 7月3日 前橋問屋センター 前橋市問屋町2-2 70

7月28日 群馬県勤労福祉センター 前橋市野中町361-2 70

6月26日 埼玉建産連研修センター大ホール 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 締切

8月9日 埼玉建産連研修センター200会議室 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 90

千葉 6月21日 建築会館会議室 千葉市中央区中央4-8-5　　　　　　 満員

7月5日 建築会館会議室 千葉市中央区中央4-8-5　　　　　　 50

6月26日 東京建築士会会議室  東京都中央区晴海1-8-12　Ｚ棟4階 満員

7月4日 フォーラム８　７００ホール   東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル 250

8月30日 東京建築士会会議室  東京都中央区晴海1-8-12　Ｚ棟4階 100

山梨 7月25日 山梨県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合）大研修室 山梨県甲府市朝気1-2-2 50

6月29日 佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南４－１ 締切

7月5日 深志神社梅風閣 松本市深志３－７－４３ 120

7月14日 伊那文化会館 伊那市西町５７７６ 80

7月20日 メルパルク長野 長野市鶴賀高畑７５２－８ 120

6月28日  新潟県自治会館201会議室 新潟市中央区新光町4番地1 締切

6月29日 さいわいプラザ大ホール 新潟県長岡市幸町2-1-1 締切

静岡 8月8日 プラサヴェルデ 沼津市大手町1丁目1－1－4 50

7月26日 愛知建築士会　会議室 名古屋市中区栄2-10-19　　名古屋商工会議所ビル　9階　 満員

9月15日 愛知建築士会　会議室 名古屋市中区栄2-10-19　　名古屋商工会議所ビル　9階　 80

岐阜 8月17日 OKBふれあい会館 岐阜市藪田南５-14-53 75

三重 8月30日 三重県教育文化会館 三重県津市桜橋2-142 50

富山 8月18日  富山県教育文化会館１階集会室 富山市舟橋北町７－１ 60

石川 6月27日 石川県建設総合センター　　　　５階第１研修室 石川県金沢市弥生２丁目１－２３ 締切

福井 6月23日  福井県社会福祉センター　第1・2研修室 福井市光陽2丁目3-22 締切

6月14日 ピアザ淡海　県民交流センター（203会議室） 大津市におの浜1丁目1-18 締切

7月19日 男女共同参画センター　Ｇ－ＮＥＴしが（研修室Ａ） 近江八幡市鷹飼町　80-4 40

9月20日 ピアザ淡海　県民交流センター（203会議室） 大津市におの浜1丁目1-18 40

京都 7月12日 京都建設会館別館 京都市中京区橘町641 40

6月23日 たかつガーデン  大阪市天王寺区東高津町7-11 締切

7月20日 たかつガーデン  大阪市天王寺区東高津町7-11 180

8月24日 たかつガーデン  大阪市天王寺区東高津町7-11 180

兵庫 6月28日 兵庫県私学会館 神戸市中央区北長狭通4-3-13 締切

７月２８ 兵庫県学校厚生会館 神戸市中央区北長狭通4-7-34 100

9月6日 兵庫県学校厚生会館 神戸市中央区北長狭通4-7-34 100

5月30日 エルトピア奈良大会議室 奈良市西木辻町９３－６ 締切

6月14日 奈良県建築士会館 奈良市大宮町２丁目５番７号 満員

10月17日 奈良県建築士会館 奈良市大宮町２丁目５番７号 24

和歌山 6月13日 和歌山市あいあいセンター 和歌山市小人町29 締切

7月27日 和歌山県建築士会館 和歌山市卜半町38番地 30

6月22日 建築技能会館 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい　　長瀬602-7 締切

11月21日 建築技能会館 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい　　長瀬602-7 40

島根 9月5日 くにびきメッセ 松江市学園南1-2-1 80

岡山 6月28日 おかやま西川原プラザ 岡山県岡山市中区西川原２５５番地 満員

9月11日 コンベックス岡山 岡山県岡山市北区大内田６７５番地 60
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6月15日 広島県情報プラザ 広島市中区千田町3-7-47 締切

7月10日 広島県情報プラザ 広島市中区千田町3-7-47 100

8月9日 広島県情報プラザ 広島市中区千田町3-7-47 100

山口 6月6日  山口県セミナーパーク１０３号室 山口県山口市秋穂二島1062 締切

徳島 7月10日 徳島県建設センター 徳島県徳島市富田浜２丁目１０番地 満員

香川 7月11日 香川県青年センター 香川県高松市国分寺町国分1009 満員

8月9日 香川県青年センター 香川県高松市国分寺町国分1009 50

愛媛 7月11日 愛媛県武道館 松山市市坪西町551 130

高知 8月17日 ポリテクセンター高知 高知市桟橋通4-15-68 60

6月12日 福岡建設会館 福岡市博多区博多駅東3丁目14-18 満員

8月8日 福岡建設会館６階 福岡市博多区博多駅東3丁目14-18 80

佐賀 6月16日 佐賀県建設会館 佐賀市城内２丁目２番３７号 締切

長崎 6月19日 長崎県勤労福祉会館 長崎県長崎市桜町9-6 満員

7月12日 佐世保市労働福祉センター 佐世保市稲荷町2-28 60

7月10日 熊本県建築士会会議室 熊本県熊本市中央区神水１丁目３－７　建築士会地下会議室 30

7月13日 熊本県建築士会会議室 熊本県熊本市中央区神水１丁目３－７　建築士会地下会議室 30

7月13日 大分職業訓練センター 大分県大分市 下宗方１０３５−１ 50

7月13日 大分職業訓練センター 大分県大分市 下宗方１０３５−１ 100

宮崎 6月20日  宮崎市民プラザ4階大会議室  宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番2号 締切

8月29日  宮崎市民プラザ4階大会議室  宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番2号 60

鹿児島 6月22日 鹿児島県市町村自治会館４０１号室 鹿児島市鴨池新町7-4 締切

6月22日 宜野湾市マリン支援センター 沖縄県宜野湾市大山7-10-27 締切

7月28日 宜野湾市マリン支援センター２階大研修室 沖縄県宜野湾市大山7-10-27 40
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