
実務者のための
設計･監理契約書
講習会
2017年3月3日金（受付 12：30 ～）
建築士法の一部を改正する法律（平成 27年 6月25日施行）に対応するため、四会連合協定建築設計･監理等業務委託契約約
款調査研究会（以下、四会研究会）では、四会連合協定建築設計･監理等業務委託契約書類（以下、一般向け契約書類）を改正す
るとともに、新たに小規模向けの契約書類を作成し、平成 27年 3月に発行いたしました。一方、四会契約約款の解説書は、平成 21
年に第 2版を発行して以来改正を行なっていませんでしたが、今回の契約書類の大幅な改正に合わせて改正し、一般向けと小規模
向けのそれぞれを平成 28 年 9月に発行いたしました。建築士法改正により建築主と建築設計事務所の書面による契約締結が義務
化されたことにより、契約書類の内容や使用方法等をよく理解したうえで使用する必要があります。東京建築士会では、この新しい解説
書をテキストとして、契約の重要性、約款の内容などを学習することを目的とし、一般向けと小規模向けの解説講習会を同時に開催す
ることといたしました。関係各位におかれましては、是非、この機会に受講いただきますよう、ご案内申し上げます。

■講習会プログラム

●主催　公益社団法人 日本建築士会連合会
　　　　一般社団法人 東京建築士会
●共催　四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会

一般社団法人 東京建築士会
TOKYO  SOC IETY  OF  ARCHITECTS  &  BU ILD ING  ENGINEERS

公益社団法人 日本建築士会連合会
JAPAN  FEDERAT ION  OF  ARCHITECTS  &  BU ILD ING  ENGINEERS ASSOCIATIONS ／

■本講習会使用テキスト

発行：大成出版社
価格：2,916円（税込）　A4版／ 160 頁

四会連合協定
建築設計･監理等業務委託
契約約款（小規模向け）の解説

≪小規模向け講習会テキスト≫

発行：大成出版社
価格：4,968円（税込）　A4版／ 330 頁

四会連合協定
建築設計･監理等業務委託
契約約款の解説

≪一般向け講習会テキスト≫

＋

●会　 場  東京建築士会 会議室
 　東京都中央区晴海1-8-12 オフィスタワーZ棟4F

●C P D  3単位

●受講料
東京建築士会

正会員１０，０００円（テキスト・税込）
一  般 １３，０００円（テキスト・税込）
受講料は、テキスト「四会連合協定 建築設計･監理等業務
委託契約約款の解説」〔4,968 円（税込）〕及び「四会連合
協定 建築設計･監理等業務委託契約約款（小規模向け）の
解説」〔2,916 円（税込）〕含む。

13：00　16：55

挨拶13：00 ～ 13：10
（10 分）1

約款改正の経緯（改正建築士法による設計等受
託契約との関連など）13：10 ～ 13：25

（15 分）2 講 師 後藤 伸一 氏
ゴウ総合計画 株式会社 代表取締役／明治大学大学院 客員教授

契約一般について13：25 ～ 13：50
（25 分）3 一　般

向け編 講 師 後藤 伸一 氏
ゴウ総合計画 株式会社 代表取締役／明治大学大学院 客員教授

一般向け逐条解説13：50 ～ 14：50
（60 分）4 講 師 後藤 伸一 氏

ゴウ総合計画 株式会社 代表取締役／明治大学大学院 客員教授

一　般
向け編

一　般
向け編

一般向け業務委託書の解説14：50 ～ 15：00
（10 分）5 講 師 後藤 伸一 氏

ゴウ総合計画 株式会社 代表取締役／明治大学大学院 客員教授

一　般
向け編

一般向けＦＱ＆Ａ15：00 ～ 15：10
（10 分）6 講 師 後藤 伸一 氏

ゴウ総合計画 株式会社 代表取締役／明治大学大学院 客員教授

一　般
向け編

小規模向け約款作成の経緯15：25 ～ 15：35
（10 分）8

休憩15：10 ～ 15：25
（15 分）7

講 師 川﨑 修一 氏
株式会社 川﨑建築計画事務所 代表取締役

小規模向け逐条解説15：35 ～ 16：15
（40 分）9 講 師 川﨑 修一 氏

株式会社 川﨑建築計画事務所 代表取締役

小規模向けＦＱ＆Ａ16：15 ～ 16：25
（10 分）10 講 師 川﨑 修一 氏

株式会社 川﨑建築計画事務所 代表取締役

小規模
向け編

小規模
向け編

小規模
向け編

共通契約書式・使用法の解説16：25 ～ 16：45
（20 分）11 小規模

向け編 講 師 川﨑 修一 氏
株式会社 川﨑建築計画事務所 代表取締役

16：45 ～ 16：55
（10 分）12 両約款

共通編

共通質疑
講 師 後藤 伸一 氏

ゴウ総合計画 株式会社 代表取締役／明治大学大学院 客員教授

川﨑 修一 氏
株式会社 川﨑建築計画事務所 代表取締役

●定　員  100名 申込先着順／定員になり次第締切



〒104-6204 東京都中央区晴海 1-8-12
晴海トリトンスクエア オフィスタワー Z棟 4F
TEL 03-3536-7711
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp

都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅下車
Ａ2出口より徒歩 6分
東京メトロ有楽町線「月島」駅下車 
10 出口より徒歩 12分

会場アクセス

【主催】：公益社団法人 日本建築士会連合会／一般社団法人 東京建築士会  【共催】：四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会

氏　名

フリガナ

申込区分
（いずれかに○をつけて下さい） 一　般

「実務者のための設計･監理契約書講習会」　　【受講申込書】

住　所

勤務先名

電話番号（日中に連絡の取れる番号）

振込名義

※上記氏名と異なる方は必ずご記入ください。

E-mail または FAX番号（振込先をご連絡する為、必ず記入して下さい）

連絡先

〒

東京建築士会
正　会　員 13,000 円（テキスト・税込）

10,000 円（テキスト・税込）

東京建築士会
正会員番号 [   　　　　　　　　　　　　　　　　]

STEP1 STEP２ STEP３
【受講料振込先】：メールまた
は FAX 送信後、振込先の指定
口座を記載したメールをお送
りいたします。※確認後指定口
座へ受講料をお振込み下さい。

STEP４
入金確認後、申込完了通知を
メール（ない方は FAX）送信
いたします。※申込集計状況
により送信が遅れる場合がご
ざいます。

【受講申込書送信】：上記「受
講申込について」を参照いた
だき、メールまたは FAXにて
下記受講申込書の情報を送信
して下さい。

【受講料について】：申込区分
によって受講料が異なります
ので、よくご確認下さい。※当
会正会員の方は申込時に必ず
会員番号を記載して下さい。

event02@tokyokenchikushikai.or.jp 03-3536-7712
FAX
送信

■送信先 FAX番号■送信先メールアドレス

振込先の指定口座をお申込いただいた方にメール（ない方は FAX）でご連絡いたします。受講料は事前振込みになります。 

申込手順 受講申込について：：
受講ご希望の方は、メールまたは FAXでお申込み下さい。
1. メールの場合：【event02@tokyokenchikushikai.or.jp】へ、件名を「実務者のための設計･監理契約書講習会」として、本        
　文に①氏名（ふりがな）、②申込区分（東京建築士会正会員の方は会員番号）、③住所、④電話番号、⑤勤務先名、⑥受講料振
　込名義（氏名と異なる場合のみ）を記載し送信下さい。
2.FAX の場合：下記受講申込書へ必要事項をご記入後、【03-3536-7712】へ送信下さい。

●日　時 2017 年 3月3日（金）13：00～ 16：55（受付 12：30～）
●会　場 東京建築士会 会議室
●受講料 東京建築士会正会員10,000 円、一般13,000 円（テキスト・税込）

実務者のための
設計･監理契約書
講習会 東京建築士会 会議室

一般社団法人

晴海センタービル

Ｎ

晴
海
三
丁
目

〒104-6204 東京都中央区晴海 1-8-12  オフィスタワー Z棟 4F
TEL 03-3536-7711　FAX 03-3536-7712 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp

■東京建築士会ＨＰ
【お問合せ先】

受講料は、テキスト「四会連合協定 建築設計･監理等業務委託契約約款の解説」〔4,968 円（税込）〕及
び「四会連合協定 建築設計･監理等業務委託契約約款（小規模向け）の解説」〔2,916 円（税込）〕含む。

●C P D 3 単位
●定　員 100 名 申込先着順 /定員になり次第締切


