2019年2月13日

2019改正業務報酬基準説明会実施計画（２月対面・３月ＤＶＤ） 各会場定員20～50名（先着順満席になり次第締切となります。）
士会名

開催日

時間帯

会場名

会場所在地

北海道（対面）

2月26日

14：00～16：00

TKP札幌駅カンファレンスセンター

札幌市北区北7条西2丁目９ベルヴュオフィス札幌3F

北海道

3月1日

14:00～16：00

とかちプラザ視聴覚室

帯広市西4条南13丁目1番地

北海道

3月6日

14:00～16：00

釧路市生涯学習センター「まなぼっと」 602

釧路市幣舞町4番28号

北海道

3月7日

14:00～16：00

ハタケヤマビル ３F 会議室

旭川市9条通12丁目

北海道

3月7日

14:00～16：00

端野町公民館 研修室１

北見市端野町二区471番地11

北海道

3月13日

14:00～16：00

北斗市総合文化センター「かなで～る」中会議室

北斗市中野通2丁目13番1号

北海道

3月14日

13:30～15：30

かでる２・７

札幌市中央区北２条西７丁目

青森

3月14日

13：30～15：30

青森県観光物産館アスパム５Ｆ白鳥

青森県青森市安方１丁目１－４０

青森

3月15日

13：30～15：30

弘前市民会館１Ｆ大会議室

青森県弘前市大字下白銀１－６

青森

3月18日

13：30～15：30

八戸総合卸センター２Ｆ大会議室

青森県八戸市卸センター１－１２－１０

岩手

3月11日

14:00～16:00

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

岩手

3月18日

14:00～16:00

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

宮城（対面）

2月25日

14：00～16：00

宮城県建設業国民健康保険組合会館6F

仙台市宮城野区二十人町301ー3

宮城

3月13日

14：00～16：00

宮城県建設業国民健康保険組合会館6F

仙台市宮城野区二十人町301ー3

秋田

3月13日

14：00～16：00

ユースパル（秋田県青少年交流センター）大研修室 秋田市寺内神屋敷３－１

秋田

3月19日

15：00～17：00

能代市総合体育館 研修室

能代市大町９－５３

山形

3月12日

13：30～15：30

山形県産業創造支援センター多目的ホール

山形市松栄１－３－８

福島

3月8日

13：30～16：30

ビッグパレットふくしま「コンベンションホールＡ」

福島県郡山市南二丁目５２番地

茨城

3月14日

9：50～12：00

茨城県開発公社ビル ４階 【 大 - 会議室 】

水戸市笠原町978-25

茨城

3月14日

13：30～15：40

茨城県開発公社ビル ４階 【 大 - 会議室 】

水戸市笠原町978-25

栃木

3月6日

14:00～16:00

トコトコ大原（大田原市市民交流センター）

大田原市中央1214

栃木

3月7日

14:00～16:00

佐野市勤労者会館

佐野市浅沼町796

栃木

3月14日

13:30～15:30

栃木県建設産業会館

宇都宮市簗瀬町1958-1

群馬

3月12日

14:00～16：00

群馬県公社総合ビル 2階第3会議室

前橋市大渡町一丁目10-7

群馬

3月12日

14:00～16：00

群馬県公社総合ビル 1F西研修室

前橋市大渡町一丁目10-7

埼玉

3月4日

14：00～16：00

埼玉建産連研修センター101会議室

さいたま市南区鹿手袋4-1-7

埼玉

3月12日

14：00～16：00

熊谷流通センター組合会館 201会議室

熊谷市問屋町2-4-1

埼玉

3月15日

14：00～16：00

東上パールビルヂィング8Ｆ 第1・2会議室

川越市脇田本町15-13

埼玉

3月19日

14：00～16：00

大宮ソニックシティ604会議室

さいたま市大宮区桜木町1-7-5

千葉

3月18日

15：00～17：00

建築会館 8階

千葉市中央区中央4-8-5

東京（対面）

2月12日

（満席終了）

10：00～12：00

新宿エルタワー スカイルーム ３０階Ａ室

新宿区西新宿1丁目6番1号 新宿エルタワー30階

東京（対面）

2月12日

（満席終了）

14：00～16：00

新宿エルタワー スカイルーム ３０階Ａ室

新宿区西新宿1丁目6番1号 新宿エルタワー30階

東京（対面）

2月25日

（満席終了）

10：00～12：00

ベルサール神田 ＲＯＯＭ1+2+3+4

千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル3階

東京

3月19日

10：00～12：00

東京建築士会会議室

中央区日本橋富沢町11-1 富沢町111ビル5階

神奈川

3月8日

14：00～16：00

神奈川県建設会館 ２階講堂

横浜市中区太田町2-22

山梨

3月18日

14：00～16：00

山梨県自治会館 講堂

山梨県甲府市蓬沢1丁目15-35

(諏訪支部)

3月6日

18:00～19:00

諏訪市公民館 １階 視聴覚室

諏訪市湖岸通り5-12-18

長野(本会）

3月7日

16:00～18:00

佐久平交流センター 第5会議室

佐久市佐久平駅南4-1

(須高支部)

3月9日

18:00～20:00

須坂市日滝地域公民館

須坂市大字日滝897-4

(大北支部)

3月11日

15:00～17:00

建築士会大北支部建築資料センター

大町合同庁舎駐車場内

(松筑・安曇野支部)

3月11日

15:00～17:00

長野県住宅供給公社松本事務所 4階 会議室

松本市島立988-1

長野(本会)

3月12日

16:00～18:00

長野県自治会館 大会議室

長野市大字西長野字加茂北143-8

長野（長野支部）

3月13日

17:00～18:30

長野県建築士会館 3階会議室

長野市大字南長野字宮日男鹿市426-1

(飯伊支部)

3月14日

13:30～15:30

飯田市公民館

長野県飯田市吾妻町139

(上小支部)

3月15日

13:30～15:30

長野県上田合同庁舎 6階 講堂

上田市材木町1-2-6

(佐久支部)

3月19日

19:00～20:30

佐久平交流センター 視聴覚室

佐久市佐久平駅南4-1

(上伊那支部)

3月20日

15:00～16:30

伊那市創造館 体験学習室

長野県伊那市荒井3520

(中高支部)

3月20日

16:00～17:30

中野市中央公民館 201号会議室

中野市三好町1-3-12

(埴科支部)

3月20日

13:30～15:30

きばらし

千曲市桜堂500-1

新潟（対面）

2月26日

14：00～16：00

新潟県立生涯学習推進センター1階ホール

新潟県新潟市中央区女池南３丁目１−２

新潟

3月7日

10:00～12:00

上越市市民プラザ

新潟県上越市土橋1914-3
静岡市葵区御幸町３－２１

（満席終了）

（満席終了）

静岡

3月8日

14:00～16：00

静岡市産学交流センター ペガサート6階プレゼンテー
ションルーム

愛知（対面）

2月25日

13：00～15：00

名古屋商工会議所 2階大会議室

名古屋市中区栄2-10-19

岐阜

3月11日

13：30～15：30

OKBふれあい会館

岐阜市薮田南5-14-53

三重

3月12日

10：00～12：00

三重県総合文化センター 生涯学習棟 視聴覚室

津市一身田上津部田1234

三重

3月15日

15：00～17：00

吉川建設(株) ２階会議室

伊勢市一之木3-20-32

富山

3月13日

13：00～17：00

富山県教育文化会館1階集会室

富山市舟橋北町7番1号

富山

3月19日

13：00～17：00

富山県教育文化会館1階集会室

富山市舟橋北町7番1号

石川

3月20日

9：00～11：30

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

石川

3月20日

13：00～15：30

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

福井

3月13日

PM1:30～3:30

福井県中小企業産業大学校 特別教室

福井市下六条町１６-１５

福井

3月13日

9:30～11:30

福井県中小企業産業大学校 特別教室

福井市下六条町１６-１５

滋賀

3月7日

10:00～12：00

建設会館 4階 大会議室

大津市におの浜１－１－１８

京都

3月1日

15：00～17：00

京都府建築士事務所協会 会議室

京都市上京区釜座通椹木町上る東裏辻町４１７大和ビル内

京都

3月7日

13：30～15：30

市民交流プラザふくちやま

京都府福知山市駅前町４００

京都

3月12日

15：00～17：00

京都府建築士事務所協会 会議室

京都市上京区釜座通椹木町上る東裏辻町４１７大和ビル内

京都

3月18日

17：00～19：00

京都建設会館別館 ４階北会議室

京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町６４１

京都

3月18日

19：00～21：00

京都建設会館別館 ４階北会議室

京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町６４１

大阪（対面）

2月20日

14：00～16：00

大阪国際交流センター 大ホール

大阪市天王寺区上本町8-2-6

大阪（対面）

2月22日

14：00～16：00

大阪国際会議場 イベントホールE

大阪市北区中之島5-3-51

大阪

3月14日

14:00～16：00

大阪府建築健保会館

大阪市中央区和泉町2-1-11

兵庫

3月8日

14：00～16：00

兵庫県民会館

兵庫県神戸市中央区下山手通4-16-3

兵庫 (但馬ブロック）

3月13日

14：00～16：00

豊岡市日高地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

兵庫県豊岡市日高町国分寺850

奈良

3月12日

13:30～15：30

奈良県文化会館 集会室ＡＢ

奈良市登大路町6-2

和歌山

3月18日

14：00～16：00

和歌山県建築士会館 3階大会議室

和歌山県和歌山市卜半町38

和歌山

3月20日

14：00～16：00

田辺建築センター 3階会議室

和歌山県田辺市朝日ヶ丘15-14

鳥取

3月19日

10：00～12：00

伯耆しあわせの郷2F 大会議室

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬６０２－７

島根県

3月15日

14:00～16:00

くにびきメッセ

松江市学園南1-2-1

島根県

3月19日

14:00～16:00

いわみーる

浜田市野原町1826-1

岡山

3月19日

13：30～15：30

おかやま西川原プラザ 第１会議室

岡山県岡山市中区西川原２５５番地

広島（対面）

2月18日

10：00～12：00

広島県情報プラザ 地下多目的ホール

広島市中区千田町3-7-47

広島

3月1日

14：00～16:00

福山商工会議所 102会議室

福山市西町2-10-1

広島

3月12日

14：00～16:00

みよしまちづくりセンター ぺぺらホール

三次市十日市西6-10-45

山口

3月12日

14:00～16：00

山口県セミナーパーク

山口県山口市秋穂二島1062

山口

3月19日

14:00～16：00

山口県建築士会館

山口県山口市大手町3-8

徳島

3月20日

10：00～12：00

徳島県建設センター6階

徳島市富田浜2丁目10

香川（対面）

2月22日

14：00～16：00

高松テルサ

香川県高松市屋島西町2366-1

香川

3月18日

14：00～16：00

香川県教育会館 会議室

香川県高松市西宝町2-6-40

愛媛

3月14日

9：00～12：00

愛媛県武道館

松山市市坪西町551

高知

3月20日

13：30～15：30

高知県建設会館

高知市本町４丁目２－１５

福岡（対面）

2月25日

14：00～16：00

九州ビル 9階 会議室

福岡市博多区博多駅南１丁目８番３１号

福岡

3月11日

14：00～16：00

福岡建設会館７階701会議室（ＤＶＤ講習）

福岡市博多区博多駅東3-14-18

佐賀

3月8日

13：00～16：00

グランデはがくれ

佐賀市天神２丁目１番３６号

長崎 （対馬支部）

3月5日

17：00～19：00

対馬市交流センター ３階会議室

対馬市厳原町今屋敷６６１番地

長崎（県本部）

3月5日

10：00～12：00

長崎県勤労福祉会館 3階 大会議室

長崎市桜町9番6号

長崎

3月6日

13：30～15：30

長崎県五島振興局 ４階 A会議室

五島市福江町７番１号

長崎 （壱岐支部）

3月7日

13：30～15：30

長崎県壱岐振興局 第一別館 3階 会議室

壱岐市郷ノ浦町本村触570番地

長崎 （大村支部）

3月13日

15：00～17：00

大村市中央公民館 ２階 第３会議室

大村市幸町２５番地３３

長崎 （佐世保支部）

3月14日

13：30～15：30

佐世保市労働福祉センター ２階 中会議室2-B

佐世保市稲荷町2番28号

長崎（上五島支部）

3月15日

15：00～17：00

長崎県五島振興局上五島支所 ２階会議室

長崎県南松浦郡信上五島町有川郷578-2

長崎（諫早支部）

3月15日

13：30～15：30

諌早市小栗ふれあい会館 研修室２

諌早市小川町1222番地

長崎（北部支部）

3月20日

14:00～16：00

平戸文化センター １階 会議室C

平戸市岩の上町1529番地

熊本

3月6日

10：00～12：00

熊本テルサ

熊本市中央区水前寺公園２８－５１

大分

3月7日

13：30～15：30

大分市アートプラザ研修室

大分県大分市荷揚町3-31

大分

3月14日

13：30～15：30

大分市アートプラザ研修室

大分県大分市荷揚町3-31

大分

3月17日

１４：００～１６：００

津久見市民会館

津久見市大字津久見浦３８２５番地の１００

大分

3月20日

１４：００～１６：００

アオーゼ

日田市上城内２番６号（日田市複合文化施設内）

宮崎

3月11日

14：00～16：00

ＪＡ ＡＺＭ 本館 中研修室

宮崎市霧島1丁目１－１

鹿児島

3月6日

13：30～15：30

鹿児島県住宅供給公社ビル3階大会議室

鹿児島県鹿児島市新屋敷町16番301号

鹿児島

3月8日

13：30～15：30

熊毛支庁会議室

鹿児島県西之表市西之表7590

鹿児島

3月11日

13：30～15：30

鹿屋市中央公民館 第３講座室

鹿児島県鹿屋市北田町11103

鹿児島

3月12日

13：30～15：30

国分建設会館 会議室

鹿児島県霧島市国分中央3-33-30

（公社）鹿児島県建築士会 3月14日

15：00～17：00

中郡まち自治公民館

鹿児島県南九州市知覧町郡85-5-3

鹿児島

3月15日

15：00～17：00

奄美サンプラザホテル

鹿児島

3月18日

13：30～15：30

北薩地域振興局

沖縄(八重山）

3月14日

13:30～15:30

大濱信泉記念館

沖縄県石垣市登野城2-70

沖縄

3月19日

14:00～16:00

P,sスクエア ５階 会議室

沖縄県浦添市西原 2-4-1

（五島支部）

（満席終了）

（満席終了）

会議室

３階

鹿児島県奄美市名瀬港町2-1
鹿児島県薩摩川内市神田町1-22

