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令和4年度 既存住宅状況調査技術者講習

宅建業法の改正により既存住宅状況調査を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。
（一社）日本建築士事務所協会連合会は、既存住宅状況調査技術者講習実施機関として国土交通
省に登録され、本会にて講習会を開催いたします。

☆セミナーのお申込方法
http://www.njr.or.jp/(日事連HP)から申し込むか申込書と必要書類を本会まで郵送でお送りください（簡易書留等）

☆オンライン講習をお申し込みの方は上記日事連HPからお申し込みください

日時：11月15日（火） 9:55～17：30（受付9：30～）

【申込期間】 9月1日（木）～10月31日（月）※必着

【会場】当協会会議室
【定員】 各日 30 名 ※先着順。定員に達し次第締切
【参加費】 21,450円（税込み）：
※テキスト代、登録料、登録証カード発行等含

新規講習

主催：業務委員会

主催：業務委員会

住宅金融支援機構のフラット35（中古住宅）並びにリ・ユース（中古）の適合証明業務を行う登録予定建
築士が、登録制度の内容、意義及び業務の重要性を十分認識していただくとともに的確に業務を行って
いただくために講習を実施します。
★適合証明技術者登録をするためには、本講習の受講及び既存住宅状況調査技術者であることが登
録要件となっておりますので、登録申請の手続きと同時に受講申込を行い、必ず受講して下さい。

令和４年度 適合証明技術者講習

【講習日】 11月30日（水）～12月13日（火） （オンライン講習）
【開催方法】 オンライン講習
【定員】 ※オンライン講習は定員なし
【申込期間】 10月3日（月）～11月10日（木）【オンライン講習】
【費用】 既存住宅状況調査技術者資格有効期間によって費用が変わります

【申し込み方法】 郵送または対面受付（窓口受付時間は10：00～16：00（昼休憩のため担当者不在の場合あり）となります）

※費用や申し込み方法の詳細につきましてはこちらをご覧ください
https://www.taaf.or.jp/news_architect/detail/1347.html

【社会貢献活動（SAP)ポイントのご案内】
当会では、会員が行っている様々な「社会貢献活動」の見える化を進めています。
これから社会貢献に従事した際は、協会HPより是非申請していただくようにお願い致します。
詳しいご案内はこちらから（https://www.taaf.or.jp/sap/index.html）

会員のページにアクセスして、会員データベースから申請してください。
「社会貢献活動（SAP）ポイント」を選び、「新しいSAP申請を作成」を押すと申請できます。

http://www.njr.or.jp/
https://www.taaf.or.jp/sap/index.html


１ 東京都講演：（1）建築物省エネ法等の改正について（2）建築基準法の改正について
（3）建築物バリアフリー条例の動向について

２ 建築士事務所の業務の新しい動向
３ 中大規模の木造耐火建築物の現状と展望
４ 特別講演『自分たちの居場所を自分たちでつくる。その方法論としての「とりあえずやってみる」法』

東京都知事
指定講習

開設者・管理建築士のための
「建築士事務所の管理研修会」

C P D特別認定

プログラム 1 0単位！申請予定

本年度も知事指定講習に位置づけられている、開設者・管理建築士のための「建築士事務所の

管理研修会」を下記のとおり開催します。法定講習の管理建築士講習や建築士定期講習とは異

なり、建築士事務所の経営に必要な実務的知識と時流に即した内容で構成されています。今回

は講演の最後に特別講演を企画しています。

講演プログラム

主催：研修委員会

【日時】11月29日（火） 13：00～18：00
◇受講料 会員：7,500円 一般：8,500円
◇定員 100名（先着順）
◇受講方法 WEB受講（視聴の際はZoomウェビナーを使用できる環境が必要です）
◇申込締切 11月10日（木）
↓お申込みにつきましてはこちら↓
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8ZFHJKHDSxCppTkv0Nlacw

第24回特別技術研修会

「首都直下地震等により東京の被害想定」から考える耐震補強の必要性

東京都より令和4年5月25日「首都直下地震等による東京の被害想定」に関する報告書

が公表されました。東京都防災会議の地震部会において検討され、防災会議に承認さ
れた報告書について、地震部会の部会長を務められた平田直氏（東京大学名誉教授）
に詳しくご説明頂く機会を得られました。

日時：2022年11月30日（水）15：00～16：50（14：30受付開始）
場所：東京都庁第一本庁舎5階の大会議場
参加費：2,000円（当日会場にてお申し込みください）
申込み：東京都木造住宅耐震診断登録事務所協議会 担当幹事 竹内 俊光

Mail km3t@t-const.com FAX 03-341-9284
都耐協ホームページ http://totai.sakura.ne.jp

東京都木造住宅耐震診断登録事務所協議会主催
東京都都市整備局後援

平田直氏
東京大学名誉教授

【令和5年度 国への予算要望を提出】
当会は、令和元年７月に発足した東京建築設計関連事務所協会協議会（通称TARC）のメンバー
である（一社）東京構造設計事務所協会、（一社）東京都設備設計事務所協会及び（一社）日本
建築積算事務所協会関東支部の３団体と共同して、令和４（２０２２）年１０月６日に自由民主党
東京都支部連合会に対して、令和５年度国家予算等に関する要望書を提出しました。
要望内容の概要は以下の通りです。
① 令和２年４月の意匠法改正に伴う懇談の場の設置
② 改修設計における業務報酬基準の設定や設計期間の適正化等
詳細は、コア東京１１月号の記事をご覧ください。

「（仮）脱炭素・建築への木材利用に関する研修会」

日 時：令和4年11月24日（木） 16：00～17：30
会 場：当会会議室+WEB配信
講 師：東京大学生産技術研究所 腰原幹雄 教授
受講料：無料
※お申込につきましては後日メールにてお知らせ致します。

【講演内容】（予定）
・「脱炭素」と「建築への木材活用」
・「建築への木材活用」の最新技術、トレンド
・「同上」に関わる現行制度上の課題
・その他

先般、国会で成立した建築物省エネ法改正案、そして今年度中に国会への法案提出が予定されている建築基準法の改正案では、
「脱炭素社会の実現」が大きなテーマとなっており、この建築基準法および関連法改正のタイミングを捉えて、「脱炭素」の運動をより深く
理解するために、特に「建築への木材利用」というテーマを掘り下げた研修会を開催致します。

主催：法制委員会

mailto:km3t@t-const.com
http://totai.sakura.ne.jp/


会誌「コア東京」への寄稿のお願い

本会機関誌『コア東京』にて不定期で掲載する下記の記事を募集しております。 是非ご応募下さい！

1「私の休日」「私の趣味」 私の●●シリーズ

・文字数：600字～1000字（お写真もお願い致します）
・原稿：1ページ
参考：[1月号]杉並支部 小林様 / [4月号]千代田支部 古田様 / [5月号]南部支部 鷹取様

2「支部リレー東京まち歩きMAP」地元の街並み、歴史、自然などの紹介
・文字数：600字～1000字 手書きの地図・スケッチ・写真
・原稿：見開き2ページ
参考：[1月号]足立支部 横村様 / [3・5月号]台東支部 鈴鹿様

お問合せ：事務局担当 島崎 mail:jimu17@taaf.or.jp                                                                【会誌専門委員会】

【令和4年度 非木造建築物の耐震技術者講習会】

耐震診断等を実施する技術者（建築士）の方と、建築物の所有者（関係技術者含む）の皆さまを対象に、
耐震改修に関する講習会を開催致します。

申込期限：＜第1回＞令和4（2022）年10月26日（水）※受付終了しました。
＜第2回＞令和4（2022）年 11月18日（金）
＜第3回＞令和5（2023）年 1月20日（金）
※各回定員になり次第受付を締め切らせていただきます。

建築CPD：建築CPD情報提供制度認定プログラムとして申請予定

問い合せ：事業委員会(担当事務局)引地 （TEL:03-3203-2601 E-mail:jimu19@taaf.or.jp)

今回は補強設計に関する最新情報や技術的な留意点の他、実際の改修計画で特に重点を置いた部分、
起こりうる困難やトラブルの解決に苦心した過程を、会員事務所の方々にご紹介いただきます。受講者に
は、内容をまとめたテキスト冊子を無料配布致します。
是非ご参加下さい。構造事務所の方のみならず、意匠事務所の皆さまのご参加もお待ちしております。
今年度内に3回実施予定です。

日 時：＜第1回＞令和4（2022）年11月8日（火）14：00~17：30※受付終了しました。
＜第2回＞令和4（2022）年12月6日（火）14：00~17：30
＜第3回＞令和5（2023）年 2月7日（火）14：00~17：30

開催方法：ZoomウェビナーによるWebセミナー
定 員：各100名（先着順）
受講 料：無料
申込方法：スマートフォンで下記QRコードを読み込み、登録フォームより参加登録してください。

＜2回目＞ ＜3回目＞

【熟語パズル
令和4年 新春賀詞交歓会のお知らせ工作教室 街並み模型のご紹介

主催：青年部会

青年部会が社会貢献事業の一環として取り組んでいるWEB工作教室のご紹介です。
『スターハウス』 『ショウボウショ119』『まちの交番』『町のパン屋さん』『飛沫防止ガードスタンド』『煙突のある家』『水
に浮かぶ教会』『コンビニエンスストア』『まちの工場』『ルーフバルコニーのある家』
を下記HP内にアップしてありますので是非ご覧ください。

https://taaf.or.jp/about/youth.html
紙・のり・ハサミ（カッター）があれば作れます。
定期的に動画の作品を更新していきます。
(^^♪ 一緒に小さな街をつくりましょう！

mailto:jimu19@taaf.or.jp
https://taaf.or.jp/about/youth.html


青年部会部会員の方へ
～青年部会・賛助会共催 忘年会のお知らせ～
令和4年青年部会・賛助会共催の忘年会を開催致します。ぜひご参加ください。

日時：令和4年 11月16日（水）18：00～20：00（受付17：30～）

会場：アーキテクチャcafé&bar棲家 新宿
東京都新宿区新宿３－6－7 第6三和ビル4Ｆ
TEL：03-5315-0396

会費：4,000円以内（原則1名以内/1社、当日受付時のお支払）
※当日キャンセルの場合は別途ご請求致します。

申込期限：2022年11月7日（月）※申込多数の場合は先着順と致します。
【留意点】
・コロナ禍の状況によって一旦中止・変更の場合がございます。ご了承下さい。
・当日は検温の上、発熱の有無をご確認いただきご来場いただけますようお願い申し上げます。

問合せ先：事務所協会事務局担当：引地・増渕（TEL:03-3203-2601）

詳細・お申込みはこちらから
https://forms.office.com/r/TU2v
ZQyh3v

主催：青年部会

「賛助会意見交換会（第１部）」 と「青年部会・賛助会共催 忘年会（第２部）」のお知らせ

第１部では、賛助会員企業同士のご縁を活かし、人脈深耕や賛助会活用の確認及び皆様との意見交換を
元に今後の賛助会活性化のきっかけにご活用頂き、第2部では、青年部会および賛助会会員との交流を
深めて参るとともに、有意義な意見交換の場としてご活用いただければと考えております。
是非ご参加ください。

【 日 時 】 ：（第1部）2022年11月16日（水）16:00 ～ 17:00（受付開始 15：30～）

（第2部）2022年11月16日（水）18:00 ～ 20:00（受付開始 17：30～）

【 会 場 】 ： アーキテクチャcafe＆bar棲家新宿
（住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-6-7第6三和ビル4F ／ TEL：03-5315-0396）
新宿三丁目駅 E3出口から徒歩１分 URL：https://sumika-shinjuku.com/
【 会 費 】 ： 第1部無料 ／ 第2部￥4,000以内（原則1名以内／1社、当日受付時のお支払）
※第1～2部は一部を選択しご参加も可能です。尚、第2部を当日キャンセルの場合は別途ご請求致します。

【 留意点 】 ： ・コロナ禍の状況によって一旦中止・変更の場合がございます。ご了承ください。
・当日は検温の上、発熱の有無をご確認頂きご来場頂けますようお願い申し上げます。

【申込フォーム】
https://forms.office.com/r/Cz6WdvNzRY

申込期限： 2022年 11月 7日（月）

是非ご参加ください。

賛助会員の方へ

【参加対象 】 ：青年部会部会員と賛助会会員※
※賛助会員の方は、本案内の申込フォームからでなく、『賛助会主催意見交換会及び 青年部会・賛
助会共催 忘年会』案内の申込フォームから、第２部を選択してお申込下さい。

tel:03-3203-2601

