
建築士事務所に所属する一級・二級・木造建築士は、３年以内毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習

機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされています。 

未受講により懲戒処分を受けると、国土交通省ホームページ等において氏名や登録番号等が公表されるとと

もに、処分歴が一級建築士名簿に記載されることとなります。（二級建築士、木造建築士については、処分

権者である都道府県知事によって処分されます。）なお、平成２９年７月 1日より一級建築士の処分基準が

改正され、未受講の方は直ちに受講すれば文書注意となりますが、未受講が重なると戒告や業務停止 2ヶ月

の処分となります。 

東京建築士会運営 

平成２９年度「建築士定期講習」開催のご案内 
 

平成２６年度建築士定期講習受講修了者  
平成２６年建築士試験合格者 新たに建築士事務所に所属された方

 

【主催】 登録講習機関：公益財団法人 建築技術教育普及センター 
【運営】 一般社団法人 東京建築士会／公益社団法人 日本建築士会連合会 

■受講対象者 
１．過去に定期講習を受講された方 
・平成 26 年度に建築士定期講習を修了した建築士 

２．新規に定期講習を受講される方 
・新たに建築士事務所に所属した建築士 
・平成 26年 12 月に建築士試験に合格され、現在、建築士事務所に所属している建築士 

新規受講の方には、登録機関等より個人宛に定期講習の受講案内は送付されませんので、ご本人及び所属の
建築士事務所が注意して受講期間を逃さないようにしてください。 
 
■東京建築士会運営の建築士定期講習実施日 会場（スクール形式）／先着順 
・ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター（東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー５階）    ２３０名 
・東京建築士会 会議室（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４階） ※ＤＶＤ講習        １００名 
・日本薬学会 長井記念ホール（東京都渋谷区渋谷2-12-15 日本薬学会長井記念館B2F）                 ２１０名 

会場コード 開催日 会 場 申込締切日（当日消印有効） 

2F-10 平成 29 年 10 月 4 日（水） ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター 平成 29 年 9月 20 日（水）

2F-11 平成 29 年 10 月 18 日（水） 東京建築士会 会議室 〔ＤＶＤ講習〕 平成 29 年 10 月 4 日（水）

2F-12 平成 29 年 11 月 13 日（月） 日本薬学会 長井記念ホール 平成 29 年 10 月 30 日（月）

2F-13 平成 29 年 11 月 29 日（水） 東京建築士会 会議室 〔ＤＶＤ講習〕 平成 29 年 11 月 15 日（水）

2F-14 平成 29 年 12 月 14 日（木） 日本薬学会 長井記念ホール 平成 29 年 11 月 30 日（木）

※各回ともに、受付 9：00～ ／ 開会・閉会 9：40～18：00 となります。 
※ご希望の日程が定員に達した場合は、他の受講日への振替えをお願いさせていただく場合があります。 
※(公財)建築技術教育普及センター主催の本会運営分以外の建築士定期講習につきましては、下記 URL の(公財)建築技術

教育普及センターホームページ「建築士定期講習」実施情報よりご確認願います。 
http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/kteiki/kosyusyosai/index.html#cmskanto 
 

■会場案内 

●ベルサール新宿グランド 

・丸ノ内線『西新宿駅』１番出口から徒歩３分 

・大江戸線『都庁前駅』Ｅ４出口から徒歩７分 

・大江戸線『新宿西口駅』Ｄ４出口から徒歩１１分 

・ＪＲ線、丸ノ内線、小田急線、京王線、新宿線、

大江戸線『新宿駅』西口から徒歩１５分 

●東京建築士会 

・大江戸線『勝どき駅』Ａ２出口から徒歩４分 

・有楽町線『月島駅』１０番出口から徒歩１０分

●日本薬学会長井記念館 

・ＪＲ山手線、東急東横線、東急田園都市線、京王

井の頭線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線

の『渋谷駅』下車 ＪＲ渋谷駅東口から徒歩１０分

  



 
■受講手数料 １２,９６０円 （消費税額含む） 

※一旦納付された受講手数料は、受講資格が確認できない場合や会場定員の関係で受講申込ができなかった
場合、主催者の責任により受講できなかった場合を除き、返金できません。 

※テキストは講習日当日に会場で配布します。 
 
■受講申込関係書類の入手方法 ※申込書は無料です。 

（公財）建築技術教育普及センター主催の建築士定期講習を平成 26 年度に修了された方については、本年

４月にプレ印字された受講申込書を郵送済です。 

1．東京建築士会直接窓口にて受講申込書受取り（ただし、土・日・祝日を除く） 

2．ホームページからダウンロードの場合、（公財）建築技術教育普及センターのホームページより、受講申

込書のダウンロードが可能です。 URL：https://goo.gl/5u8kRA 

3．平成２９年１０月より（公財）建築技術教育普及センターではＷＥＢ申込の開始を予定しております。 
 
■受講申込書の受付 ※東京建築士会の受講申込受付は郵送となります。 

受講を希望される方は、必ず簡易書留にてご郵送下さい。お申込後、約２週間後に受講票を郵送いたします。 

※本会運営の１１月以降の開催分についてはＷＥＢ申込が可能となりますので、ご利用ください。 

 
■申込書配布・受付先  

一般社団法人 東京建築士会 

〒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 HP：http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/ 

 

■受講票送状況等の問合せ先 
一般社団法人 東京建築士会 八王子情報センター 

〒１９２-００４２ 東京都八王子市中野山王１-２１-１ ＴＥＬ：０４２-６２４-２７５５ 〔平日：9：30～17：30〕 

 
■講習時間割予定 受付９：００～ 

時間割 項 目 内 容 時 間

9:40～9:55 受講説明 受講注意事項の説明 15 分 

9:55～11:10 講 義 
Ⅰ建築物の建築に関する法令に関する科目① 

1. 近の建築関連法令の動き 
75 分 

11:10～11:25 休 憩 15 分 

11:25～12:10 講 義 
Ⅰ建築物の建築に関する法令に関する科目② 

2.建築基準法 
45 分 

12:10～12:55 休 憩（昼 食） 45 分 

12:55～13:55 講 義 
Ⅰ建築物の建築に関する法令に関する科目③ 

3.建築士法 
60 分 

13:55～14:10 休 憩 15 分 

14:10～15:15 講 義 
Ⅱ設計及び工事監理に関する科目① 

1.職業倫理、社会情勢等 
65 分 

15:15～15:25 休 憩 10 分 

15:25～16:30 講 義 
Ⅱ設計及び工事監理に関する科目② 

2. 近の新技術、 近の重要技術項目等 
65 分 

16:30～16:50 休 憩 20 分 

16:50～17:00 修了考査説明 修了考査注意事項の説明 10 分 

17:00～18:00 

修了考査 

（テキスト参照可） 

正誤方式 

一級建築士

（４０問）

・建築物の建築に関する法令に関する科目 

・設計及び工事監理に関する科目 

60 分 

二級建築士

（３５問）

・建築物の建築に関する法令に関する科目 

・建築物（法第３条に規定する建築物を除く）の設計及び 

工事監理に関する科目 

木造建築士

（３０問）

・木造建築物の建築に関する法令に関する科目 

・建築物（法第３条及び第３条の２に規定する建築物を除く）

の設計及び工事監理に関する科目 

 


