
全国の建築士会で受講できます！

改正宅建業法の重要事項説明の既存住宅状況調査をするには
この講習会を修了し、登録されることが必要です。

改正宅地建物取引業法に対応した

既存住宅状況調査既存住宅状況調査
技術者講習のご案内技術者講習のご案内

「既存住宅状況調査」は新たな建築士業務です!!

①建築士だけに認められた業務である「既存住宅状況調査」の技術を幅広く習得
国土交通省告示「既存住宅状況調査方法基準」に基づく調査方法や、関係法令、調査報告書の記載方法などの幅広い知識を身につけることができます。

②公益社団法人に登録することにより高い信頼性を消費者等へアピール
本講習修了者は、建築士法に基づく公益社団法人である日本建築士会連合会のホームページで公表しますので、消費者等へ高い信頼性をアピールできます。

③既存住宅状況調査結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険への加入が可能　
④長期優良住宅化リフォーム推進事業における現況検査も可能となる予定
⑤建築士会ＣＰＤ5単位（移行講習は3単位）を付与　　
講習修了者には、官公庁の設計・工事入札に活用できる建築士会CPD単位を付与します。

『新規講習』のご案内 CPD5単位

▼受講料 21,600円【WEB申込：21,060円】（税込）
（テキスト・修了証明書交付費用・登録料を含む）

既存住宅流通市場の現状と国の取り組み状況
既存住宅状況調査技術者の役割
既存住宅状況調査の概要
公正な業務実施のための遵守事項
既存住宅状況調査の手順
情報の開示（＋処分）
既存住宅売買時における調査結果の活用

講義1（120分）

講義2（180分）

既存住宅状況調査方法基準とその詳細（その1）
既存住宅状況調査方法基準とその詳細（その２）
既存住宅状況調査に付随する非破壊検査その他の調査
検査機器
調査報告書の記入
住宅の瑕疵の事例

修了考査

『移行講習』のご案内 CPD3単位

▼受講料 17,280円【WEB 申込：16,740円】（税込）
（テキスト・修了証明書交付費用・登録料を含む）

既存住宅流通市場の現状と国の取り組み状況
既存住宅状況調査技術者の役割
既存住宅状況調査の概要
遵守事項、調査の手順、情報開示
既存住宅売買時における調査結果の活用

講義1（60分）

講義2（120分）

既存住宅状況調査方法基準とその詳細（その1）
既存住宅状況調査方法基準とその詳細（その２） 
既存住宅状況調査に付随する非破壊検査その他の調査
検査機器
調査報告書の記入
住宅の瑕疵の事例

修了考査

国土交通省の長期優良住宅化リフォーム推進事業のインスペクターと
して講習登録団体に登録されている建築士（一級、二級、木造）
※建築士会登録以外の、他団体登録インスペクターの方でも受講できます。

平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、
平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられます。
そして、既存住宅状況調査の実施は、登録機関の講習を終了した建築士のみに認められており、

建築士の新たな業務として期待されています。

【従来の建築士会インスペクター登録との違い】

　従来のインスペクター登録は、長期優良住宅化リフォーム推進事業
における現況検査を行うためのものであり、既存住宅状況調査は実
施できません。ただし、従来のインスペクター登録者を対象として、
規定の講義の一部を免除した「移行講習」を設けております。なお、
建築士会以外の団体に登録している従来のインスペクターの方でも、
本講習を受講することで既存住宅状況調査技術者の登録が可能です。

【全国の建築士会が講習会を実施】

　日本建築士会連合会は、既存住宅状況調査技術者講習団体とし
て国土交通省に登録されました。今後、全国都道府県の建築士会
が講習会を実施する予定です。
　建築士の方はぜひこの機会に建築士会の講習を受講いただき、
新たな建築士業務の資格を取得してください。

受
講
の
メ
リ
ッ
ト

講義1（1時間）＋講義2（2時間）＋修了考査（50分）

一級、二級、木造建築士
講義1（2時間）＋講義2（3時間）＋修了考査（50分）

▼講座内容

▼講座内容

表面
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平成28年6月、宅地建物取引業法が改正され、売主・買主が安心して既存住宅の取引ができる市場環境を整備すること
を目的に、既存建物の取引に係る情報提供の充実に関する以下の三つの措置が講じられました。これらの措置は、平成
30年4月から施行されます。

①媒介契約締結時
宅建業者が建物状況調査実施者のあっせんの可否を示し、
媒介依頼者の意向に応じてあっせん。

③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その
内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付。

②重要事項説明時
宅建業者が建物状況調査結果を買主に対して説明。

《 取 引 フ ロ ー》 《 新 た な 措 置 内 容 》

（公社）日本建築士会連合会は、改正宅地建物取引業法に対応した
「既存住宅状況調査技術者講習」を全国で実施します！

●宅地建物取引業法の改正に伴い、
　 平成30年4月から建物状況調査等に関する措置が施行されます。

●講習修了者には、修了証明書と既存住宅状況調査技術者カード（顔写真入り）を交付します。

申
込
み

契
約
手
続

①媒介契約締結

売却／購入申込み

依頼者の意向に応じ
建物状況調査を実施

②重要事項説明

③売買契約締結

物件の引渡し

※講習修了者の氏名、勤務先等を日本建築士会連合会のホームページで公表します。

▼お問い合わせ
  公益社団法人 日本建築士会連合会 既存住宅状況調査技術者講習実施本部
　〒108-0014  東京都港区芝5-26-20　　TEL：03-3456-2061

■既存住宅状況調査技術者講習のご案内_A4チラシ

WEBでお申込みの場合 郵送でお申込みの場合

申込ページにて必要事項を入力し送信 申込書をダウンロードし必要事項を記入

受講料の払込証明書を貼付し、日本建築士会連合会へ郵送
（郵送料は申込者様のご負担となります）

受講料を金融機関へ振込み（振込手数料は申込者様のご負担となります）

日本建築士会連合会より受講票を郵送またはメール送信

「日本建築士会連合会」のホームページをご確認ください。
http://www.kenchikushikai.or.jp



開催県 実施日 定員

6月6日 200

6月9日 50

6月9日 60

6月16日 60

6月13日 45

6月20日 50

6月23日 50

青森 6月19日 100

岩手 5月30日 100

宮城

秋田 5月30日 60

山形

福島

6月12日 200

8月8日 100

11月10日 200

栃木 7月13日 60

群馬

7月27日 90

9月26日 90

干葉 6月26日 100

7月6日 100

8月3日 250

神奈川 6月1日 120

山梨県 7月27日（木）9：30～ 50

7月27日 80

8月2日 80

8月9日 120

8月23日 80

8月30日 120

6月2日 50

7月12日 60

愛知 8月30日 80

岐阜 8月28日 80

7月12日 50

11月13日 50

富山 7月20日 100

7月25日 50

8月4日 50

6月9日 48

6月30日 36

6月27日 40

7月25日 40

9月27日 40

京都

6月19日 200

8月22日 200

9月6日 200

兵庫

奈良 6月20日 56

和歌山 6月15日 100

7月4日 50

11月7日 50

6月27日 40

11月15日 40

6月13日 40

10月19日 40

8月25日 80

9月13日 80

岡山 6月27日 60

6月29日 100

7月28日 100

8月23日 100

山口 6月29日 90

徳島 7月26日 80

香川 7月27日 50

愛媛

6月13日 60

8月23日 80

福岡

佐賀

長崎 8月30日 40

熊本 7月14日 30

大分 8月10日 120

宮崎 6月28日 42

鹿児島 6月14日 65

沖縄

会場名 会場住所

北海道

北海道第2水産ビル　8階大会議室 札幌市中央区北3条西7丁目

旭川市ときわ市民ホール 旭川市6条通4丁目

とからプラザ視聴覚室 帯広市西4条南13丁目1番地

北見市民会館 北見市常盤町2丁目1-10

函館市勤労者総合福祉センター（サン・リフレ函館） 函館市大森町2番14号

ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路 釧路市錦町3-7

苫小牧市民会館 苫小牧市旭町3丁目2番2号

青森県観光物産館アスパム5Ｆあすなろ 青森県青森市安方一丁目1番40号

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

開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

秋田市文化会館　4階第6会議室 秋田市山王7丁目3-1

開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

 茨城

茨城県建設技術研修センター 茨城県水戸市青柳町4193

国民宿舎「水郷」 茨城県土浦市大岩田255

茨城県建設技術研修センター 茨城県水戸市青柳町4193

宇都宮市文化会館　第1会議室 宇都宮市明保野町7-66

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

埼玉
埼玉建産連研修センター200会議室 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7

埼玉建産連研修センター200会議室 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7

千葉県教育会館　303会議室 千葉市中央区中央4-13-10

東京セミナー学院　会議室 東京都豊島区西池袋5-4-6

フォーラム8　700ホール 東京都渋谷区道玄坂2-10-7　新大宗ビル

神奈川県建設会館　2階講堂 神奈川県横浜市中区太田町2-22

山梨県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合）大研修室 山梨県甲府市朝気1-2-2

 長野

佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南4-1

長野県南信消費生活センター 飯田市追手町2-641-47

長野県自治会館 長野市西長野加茂北143-8

伊那文化会館 伊那市西町5776

深志神社梅風閣

新潟
上越市市民プラザ第3会議室 新潟県上越市土橋1914-3

新潟県立生涯学習推進センター大研修室 新潟県新潟市中央区女池南3-1-2

愛知建築士会　会議室 名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル9階

ＯＫＢふれあい会館 岐阜市藪田南5-14-53

三重
三重県教育文化会館 三重県津市桜橋2-142

三重県教育文化会館 三重県津市桜橋2-142

ビアザ淡海　県民交流センター（203会議室）

富山市婦中ふれあい館大研修室 富山市婦中町砂子田1-1

石川
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

大阪市西区土佐堀1-5-6

福井
福井市研修センター　研修室101 福井市文京6丁目8-18

福井市研修センター　研修室201 福井市文京6丁目8-18

 滋賀

大津市におの浜1丁目1-18

男女共同参画センター　Ｇ-ＮＥＴしが（研修室Ａ） 近江八幡市鷹飼町80-4

とりぎん文化会館 鳥取県鳥取市尚徳町101-5

大津市におの浜1丁目1-18

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

 大阪

大阪ＹＭＣＡ国際文化センター 大阪市西区土佐堀1-5-6

大阪ＹＭＣＡ国際文化センター 大阪市西区土佐堀1-5-6

大阪ＹＭＣＡ国際文化センター

建築技能会館

建築技能会館 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい　長瀬602-7

米子コンベンション 鳥取県米子市末広町294

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

エルトピア奈良大会議室 奈良市西木辻町93-6

和歌山県自冶会館 和歌山市茶屋ノ丁2-1

米子コンベンション 鳥取県米子市末広町294

島根
いわみ-る 浜田市野原町1826-1

くにびきメッセ 松江市学園南1-2-1

  鳥取

とりぎん文化会館 鳥取県鳥取市尚徳町101-5

おかやま西川原プラザ 岡山県岡山市中区西川原255番地

 広島

広島県情報プラザ 広島市中区干田町3-7-47

広島県情報プラザ 広島市中区千田町3-7-47

広島県情報プラザ 広島市中区千田町3-7-47

山口県セミナーパーク103号室 山口県山口市秋穂二島1062

徳島県建設センター 徳島県徳島市富田浜2丁目10番地

香川県青年センター 香川県高松市国分寺町国分1009

開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

高知
ボリテクセンター高知 高知市桟橋通4-15-68

ポリテクセンター高知 高知市桟橋通4-15-68

宝山ホール第3会議室 鹿児島市山下町5-3

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

長崎県勤労福祉会館 長崎県長崎市桜町9-6

熊本県建築士会会議室 熊本県熊本市中央区神水1丁目3-7　建築士会地下会議室

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

既存住宅状況調査技術者新規講習

松本市深志3-7-43

ビアザ淡海　県民交流センター（203会議室）

鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい　長瀬602-7

東京

大分職業訓練センター 大分県大分市下宗方1035丿

ＪＡ・ＡＺＭホール　別館301 宮崎県宮崎市霧島1丁目1番地1



開催県 実施日 定員

5月30日 150

6月1日 30

6月1日 100

6月9日 50

青森 6月14日 100

岩手 6月5日 100

宮城

秋田 6月16日 60

山形

福島

茨城 6月6日 200

栃木 6月28日 36

群馬

6月26日 150

8月9日 90

千葉 6月21日 50

6月26日 100

7月4日 250

8月30日 100

山梨県 7月25日（火）13：00～ 50

6月29日 80

7月5日 120

7月14日 80

7月20日 120

6月28日 100

6月29日 80

7月26日 80

9月15日 80

岐阜 8月17日 80

三重 8月30日 50

富山 8月18日 60

石川 6月27日 50

福井 6月23日 72

6月14日 40

7月19日 40

9月20日 40

京都

6月23日 180

7月20日 180

8月24日 180

兵庫

5月30日 104

6月14日 24

和歌山 6月13日 100

6月22日 40

11月21日 40

島根 9月5日 80

岡山 6月28日 60

6月15日 50

7月7日 100

8月9日 100

山口 6月6日 90

徳島 7月10日 80

香川 7月11日 50

愛媛

高知 8月17日 60

福岡

佐賀

長崎 6月19日 40

7月10日 30

7月13日 30

7月13日 50

7月13日 100

宮崎 6月20日 60

鹿児島 6月22日 80

沖縄

会場名 会場住所

北海道

北海道第2水産ビル　8階大会議室 札幌市中央区北3条西7丁目

㈱近藤商会セミナールーム「みなくるホール」 函館市桔梗町589番地

旭川市勤労者福祉総合センター 旭川市6条通4丁目

釧路市生涯学習センターまなぼっと 釧路市幣舞町4-28

青森県観光物産館アスパム5Ｆあすなろ 青森県青森市安方一丁目1番40号

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

開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

秋田市文化会館　4階第6会議室 秋田市山王7丁目3-1

開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

茨城県建設技術研修センター 茨城県水戸市青柳町4193

宇都宮市文化会館　第2会議室 宇都宮市明保野町7-66

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

埼玉
埼玉建産連研修センター大ホール 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7

埼玉建産連研修センター200会議室 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7

建築会館会議室 千葉市中央区中央4-8-5

東京

東京建築土会会議室 東京都中央区晴海1-8-12　Z棟4階

フォーラム8　700ホール 東京都渋谷区道玄坂2-10-7　新大宗ビル

東京建築士会会議室 東京都中央区晴海1-8-12　Z棟4階

山梨県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合）大研修室 山梨県甲府市朝気1-2-2

長野

佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南4-1

深志神社梅風間 松本市深志3-7-43

伊那文化会館 伊那市西町5776

メルパルク長野 長野市鶴賀高畑752-8

新潟
新潟県自治会館201会議室 新潟市中央区新光町4番地1

さいわいプラザ大ホール 新潟県長岡市幸町2-1-1

愛知
愛知建築士会会議室 名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル9階

愛知建築士会会議室 名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル9階

ＯＫＢふれあい会館 岐阜市藪田南5-14-53

三重県教育文化会館 三重県津市桜橋2-142

富山県教育文化会館1階集会室 富山市舟橋北町7-1

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

福井県社会福祉センター　第1・2研修室 福井市光陽2丁目3-22

滋賀

ピアザ淡海　県民交流センター（203会議室） 大津市におの浜1丁目1-18

男女共同参画センター　Ｇ-ＮＥＴしが（研修室Ａ） 近江八幡市鷹飼町80-4

ピアザ淡海　県民交流センター（203会議室） 大津市におの浜1丁目1-18

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

大阪

たかつガーデン 大阪市天王寺区東高津町7-11

たかつガーデン 大阪市天王寺区東高津町7-11

たかつガーデン 大阪市天王寺区東高津町7-11

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

奈良
エルトピア奈良大会議室 奈良市西木辻町93-6

奈良県建築士会館 奈良市大宮町2丁目5番7号

和歌山市あいあいセンター 和歌山市小人町29

鳥取
建築技能会館

建築技能会館

くにびきメッセ 松江市学園南1-2-1

おかやま西川原プラザ 岡山県岡山市中区西川原255番地

広島

広島県情報プラザ 広島市中区平田町3-7-47

広島県情報プラザ 広島市中区平田町3-7-47

広島県情報プラザ 広島市中区平田町3-7-47

山口県セミナーパーク103号室 山口県山口市秋穂二島1062

徳島県建設センター 徳島県徳島市富田浜2丁目10番地

香川県青年センター 香川県高松市国分寺町国分1009

熊本
熊本県建築土会会議室 熊本県熊本市中央区神水1丁目3-7　建築土会地下会議室

熊本県建築士会会議室 熊本県熊本市中央区神水1丁目3-7　建築土会地下会議室

開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

ポリテクセンター高知 高知市桟橋通4-15-68

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

大分職業訓練センター 大分県大分市下宗方1035-1

宮崎市民ブラザ4階大会議室 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番2号

長崎県勤労福祉会館 長崎県長崎市桜町9-6

鹿児島県市町村自治会館401号室 鹿児島市鴨池新町7-4

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

既存住宅状況調査技術者移行講習

6月開催実施予定（日時・開催場所が決まり次第公表）

鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい　長瀬602-7

鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい　長瀬602-7

大分
大分職業訓練センター 大分県大分市下宗方1035-1


