
建築施工に従事する監理技術者のための 

建築工事の「監理技術者講習」 

登録講習機関登録番号第 12 号（登録日平成 27 年 6 月 22 日） 

公益社団法人 日本建築士会連合会 

実施協力 一般社団法人 北海道建築士会 

 

講習開催日程（平成 27 年度）

 

講義内容・時間割 
建築工事の重要事項について解説します。 ◆受付開始 8：５0～ ◆講習の運営説明 9：00～9：10 

時  間 講義内容 講師（ＤＶＤ講習） 

09：10～09：30 建設業界の現状 DVD 講習 

09：30～10：10 監理技術者制度と責務 DVD 講習 

10：10～11：30 品質管理 DVD 講習 

11：30～12：30 休  憩 

12：30～12：45 入札・契約制度 DVD 講習 

12：45～13：15 安全衛生管理 DVD 講習 

13：15～14：00 施工計画と施工管理の留意点 DVD 講習 

14：00～14：10 休  憩 

14：10～14：40 環境管理 DVD 講習 

14：40～16：３0 最新技術と材料の動向  DVD 講習 

16：30～16：40 試験準備 

16：40～17：00 試験・修了証の交付   

講習修了証の交付 
全ての講義と試験の終了後に交付いたします。 

ただし、申込期限を過ぎて申込・受講された方には、講習修了２週間後にお送りいたします。 

また、当日、遅刻・早退・途中退席のあった方へは交付できません。 

 

日  時 平成 2８年３月 １８日（金）  

講習時間 ９：１０～１７：００ 

会 場 大五ビル ２階 会議室   

定 員 ３０名 申込み締切日：平成 2８年３月 ８日（火）迄 

監理技術者の皆様へ 
 
公益社団法人 日本建築士会連合会は、建設業法第 26 条第 4 項に基づく法定講習である「監理技術者講習」の
登録講習機関として平成 27 年 6 月 22 日付けで国土交通省から登録を受けました。 
各建築士会の協力のもとに建築工事に特化した内容で「監理技術者講習」を開催します。 
特に、一級建築士、1 級建築施工管理技士、1 級電気工事施工管理技士、1 級管工事施工管理技士等の「建築工
事の分野で活躍されている監理技術者」にとりましては、実務に役立つ充実した内容のテキストを使用して講
義を行います。 
この機会に多くの建築施工系監理技術者の受講をお願いします。 

※土木系の監理技術者が受講された場合でも、監理技術者講習修了証を交付いたします。 



〔会 場〕 

大五ビル ２階 会議室 
〒060-0042 札幌市中央区大通西５丁目 

        電話 011-２３１-０８８１ 
 

〚交通アクセス〛 

地下鉄 大通駅２番出口より徒歩 2 分 

 

講習のお申込み方法  

１．WEB からのお申込み 
   日本建築士会連合会の HP のお申込み画面から、必要事項の入力と顔写真のアップロードを手順に 

従ってお申込みください。                                     
 
２．郵送・窓口でのお申込み 

   専用の「申込書」をダウンロードし、必要事項の記入し、所定のサイズ・形式の顔写真と金融機関 

への受講手数料の払込受付証明書を貼付し、連合会へ郵送・ご持参により提出してください。 
 
【申込書の送付先】 

公益社団法人 日本建築士会連合会「監理技術者講習本部」 

〒108-0014  東京都港区芝 5-26-20 TEL 03-3456-2061 
 
３．企業様等一括申込みの場合 

   日本建築士会連合会のＨＰからお問い合わせください。 

★申込み方法の詳細は、下記連合会のホームページをご参照ください。 

http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2015-07-28-2.html 
 

 受講手数料（テキスト代、講習修了証代、消費税込）  

１．ＷＥＢ申込みの場合   １名 ０９，５００円 
 
２．郵送・窓口申込みの場合 １名 １０，０００円 

 
３．一括申込みの場合    WEB 申込みと同額になります。 

当該企業様からは、1 名あたりの WEB での受講手数料金額×申込み人数の合計金額を連合会指定 

の金融機関等へお振込いただきます。 
 

※ 金融機関等の手数料、送料等は、申込者のご負担となります。 
 

※ 原則、入金後の受講料の返還はいたしません。 

ただし、講習の開始の前に本人様から別の日程で振替受講を希望する旨のお申し出があった場合、 

１回に限っては、受講日を変更することができます。 

この場合の受講手数料は振替が可能です。日本建築士会連合会「監理技術者講習本部」までお問い 

合わせください。 
 
４．受講手数料のお支払い方法 
◆ ＷＥＢ申込みの場合 

以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 
 
方法① 指定金融機関へのお振込 

下記の口座へお振込願います。 

 

方法② クレジットカードによる決済（1 回払い） 

      【取り扱いカード】 

       VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners 

 
  

 

 

http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2015-07-28-2.html


方法③ コンビニエンスストアでのお支払い 

      【取り扱い店舗】 

        ローソン、ファミリーマート、サンクス、サークルＫ、ミニストップ、デイリーヤマザキ 

          ※申込み手続き日から 10 日以内にお支払いください。 

期日を過ぎた場合は、改めて申込み手続きが必要になります。 
   
   方法④ ペイジーによるお支払い 

  

◆ 郵送・窓口申込み、一括申込みの場合 
下記の口座へお振込願います。 

※郵送・窓口申込みの場合は、クレジットカード決済、コンビニエンスストアでのお支払い、ペイジーによる 

お支払いはできませんので、下記の口座へのお振込でお願いします。 

 

 

 

 

 
 

 受講票の送付  

受講手数料のご入金を確認次第、受講票をお送りいたします。講習当日にお持ちください。 

   ① ＷＥＢ申込みの場合、メールで送信 

   ② 郵送・窓口申込みの場合、郵送 

   ③ 企業等からの一括申込みの場合、メールまたは郵送等ご指定の方法 
 

 身分証明証の携行のお願い  

講習当日、受講者ご本人の確認のため、顔写真の入った下記の身分証明証等をお持ち下さい。お忘れ 

になられた場合は、講習当日に講習修了証の交付は出来ませんのでご注意願います。 

【携行いただく身分証明証】 

監理技術者資格者証、一級建築士携帯型免許証明証、施工管理技士資格者証等、自動車等運転免許証、 

パスポート、その他公的機関の発行する顔写真入りの身分証明証。 
 

 全国の監理技術者講習会開催情報  

日本建築士会連合会のホームページで、 

全国の建築士会の監理技術者講習の開催情報を掲載しています。 

開催情報は、適宜追加・更新をしています。 
 

 

https://kenchikushikai-cpd.jp/kanri/viewkaijyou.php 
 

 建築士会が行う「監理技術者講習」の特色  

●その 1 建築に特化した内容の実務に役立つテキストと講義 

① テキスト全編が建築に特化 

            ② 現役のゼネコン在籍者、大学教授等による執筆 

            ③ 豊富なトラブル事例の紹介、解説 

            ④ 業務別に関連法制度の紹介、解説 

            ⑤ ゼネコン等の最新技術、材料の紹介  

 

 

 

金融機関名 三井住友銀行  三田通（みたどおり）支店         
口 座 番 号 普通 8402837 

      シャ）ニホンケンチクシカイレンゴウカイ 

口 座 名 義 公益社団法人 日本建築士会連合会 

https://kenchikushikai-cpd.jp/kanri/viewkaijyou.php


●その２ わかりやすく利便性の高いテキスト 

             ① 掲載内容をデータ収録したＣＤ付 

② 一覧性を重視した 1 項目１ページ又は見開き２ページの構成 

③ 受講後 5 年間はいつでもテキストの最新版を受講者専用ＨＰからダウンロードで入手可能 

④ 図表や写真を多用した見やすくわかりやすいフルカラー 
 

●その３ 建築士会ＣＰＤ単位６単位の付与 

            建築士会会員以外の技術者も活用可能。現在、41 都道府県等での工事入札などに建築士会 

       の発行する CPD 実績証明書が活用されています。全国の建築士会で証明書の交付が可能 
 

●その 4 WEB でも CPD 単位の取得が可能 

            テキストの記載内容から WEB に CPD 問題集を設置します。それらの問題に解答することで、 

        講習会出席とは別に CPD 単位が取得できます。 
 

●その 5 ネットでのかんたんな受講申込み 

        受講申込み受付、申込書のダウンロード、次回の受講案内連絡など 

 

 
監理技術者講習に係る個人情報の取扱いについて 

平成 27 年 8 月 

公益社団法人 日本建築士会連合会 

公益社団法人日本建築士会連合会（以下、「本会」という）は、この講習の受講申込者より本会へ提供される個人情報を適切に保護

し、取り扱うために、次の取り組みを実施します。 
１．本会は、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等を遵守し、個人情報の保護に努めます。 
２．本会は、個人情報データを正確・最新の内容に保つよう努め、安全管理措置を講じ、職員・委託先を監督します。 
３．本会は、本会及び業務委託先建築士会における監理技術者講習の実施、及び関連する業務の達成に必要な範囲内でのみ個人情報

を取り扱います。 
４．本会は、保有個人データについては、利用目的など本人に知り得る状態に置き、本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止等を

行います。 
５．本会は、次に掲げる条件のいずれかを満たした場合を除き、第三者に個人情報を提供しません。 
（１）受講申込者本人の同意がある場合 
（２）法令の定めに基づく場合 
（３）生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難である場合 
（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある

場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 
６．講習を終了した方の情報については、建設業法上の規定に基づき国土交通大臣に報告します。 
また、講習修了証の交付を受けた方の情報（氏名、生年月日、本籍、修了年月日、修了番号、修了証交付年 
月日）は、国土交通省を通じて公共工事の発注者（国、地方公共団体等）において、建設業者の資格審査や 
施工体制の確認等を目的として利用されます。 
７．本会は、個人情報の責任者を置き、適切な管理と苦情の処理に努めます。 

以上 
 

 
お 問 い 合 わ せ 先 

 
公益社団法人 日本建築士会連合会「監理技術者講習本部」 

     http://www.kenchikushikai.or.jp/ 
E-mail kanri@kenchikushikai.or.jp 
住  所 〒108-0014 東京都港区芝 5-26-20 
T  E  L 03-3456-2061 

 

http://www.kenchikushikai.or.jp/
mailto:kanri@kenchikushikai.or.jp

