平成２８年度 第２回 理事会承認済み （平成２９年３月１７日(金)開催）

平成２９年度
自

平成29年 4月 1日

事業計画
至

平成30年 3月31日

年月日
場所
平成29年04月07日～ 5月15日
一級建築士試験受験申込書配布
本部事務局
二級建築士及び木造建築士
平成28年04月01日～ 4月24日
受験申込書配布
本部事務局及び各支部事務局
インテリアプランナー①
平成28年04月01日～ 4月21日
受験申込書配布
本部事務局（青森市）
平成29年04月01日～随時
一級建築士免許登録受付
本部事務局（青森市）
二級建築士及び木造建築士
平成29年04月01日～随時
免許登録及び建築士名簿閲覧
本部事務局（青森市）
平成29年04月01日～随時
まもりすまい保険等各保険申込受付
本部事務局（青森市）
平成28年04月01日～随時
まもりすまい保険等検査員会議
本部事務局（青森市）
リフォーム業務品質審査登録制度
平成29年04月01日～随時
登録審査業務等実施 本部事務局（青森市）
すまいアップアドバイザー
平成29年04月01日～随時
派遣制度利用申込受付
本部事務局（青森市）
平成29年04月01日～随時
すまい給付金申請受付
本部事務局（青森市）
平成29年04月01日～随時
総務委員会
本部（県内）
平成29年04月01日～随時
事業委員会
本部（県内）
平成29年04月01日～随時
企画委員会
本部（県内）
平成29年04月01日～随時
情報・広報委員会
本部（県内）
平成29年04月01日～随時
シニア・ナイスミドル委員会
本部（県内）
平成29年04月01日～随時
青年委員会
本部（県内）
平成29年04月01日～随時
女性委員会
本部（県内）
平成29年04月01日～随時
まちづくり委員会
本部（県内）
平成29年04月01日～随時
下北大会事業検討委員会
本部（県内）
平成29年04月01日～随時
青森県ＣＰＤプログラム認定評議会
本部（県内）
ヘリテージマネージャー養成講習の
平成29年04月01日～随時
開催に向けた検討及び準備 本部（県内）
平成29年04月01日～随時
建築関係技術講習
本部（県内）
※中大規模木造建築物の
設計者養成講習 開催計画中
※中大規模木造構造設計講習 開催計画中
事業種別

主催別
建築技術
教育普及センター
建築技術
教育普及センター
建築技術
教育普及センター
日本建築士会連合会

備考
受託者：本部
受託者：本部
配布期間：3月31日～4月24日
受託者：本部
配布期間：3月17日～4月21日
国交省指定登録機関：日本建築士会連合会

取扱運営機関：本部

本部

青森県指定登録機関

住宅保証機構

住宅瑕疵担保責任保険

本部

住宅瑕疵担保責任保険
※設計施工基準等改訂毎

ベターリビング

ベターライフリフォーム協会および
ベターライフリフォーム協議会

青森県住宅リフォーム
受託者：本部
推進協議会

国土交通省

受託者：本部

本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部

「建築士の日」記念大会

本部
本部

県教育庁文化財保護課
文化財グループ

本部

※非住宅の建築物省エネ法対応講習 開催計画中

二級建築士、木造建築士試験
受験申込書受付(※対面受付)
※インターネット受付
※郵送受付●●●●●
会報「けんちくし」発行（第168号）
平成29年度 青森県住宅リフォーム
推進協議会 第１回 理事会
一級建築士試験
受験申込書受付(対面受付)
※インターネット受付
※郵送受付●●●●●
平成29年度 第１回 常務理事会
平成29年度 第１回 理事会
平成29年度 青森県住宅リフォーム
推進協議会
平成29年度 定時総会
平成29年度 臨時理事会

通常総会

平成29年04月20日～24日
アスパム（青森市）
平成29年04月10日～17日
平成29年04月03日～17日
平成28年05月01日
本部事務局（青森市）
平成29年05月中旬
ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｱﾗｽｶ（青森市）
平成28年05月11,12,14,15日
アスパム（青森市）
平成28年05月13日
青森県建設会館（青森市）
平成29年04月10日～17日
平成29年04月17日～05月01日
平成29年05月19日
アスパム（青森市）
平成29年05月19日
アスパム（青森市）
平成29年05月下旬
ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｱﾗｽｶ（青森市）
平成29年06月 2日
青森国際ホテル（青森市）
平成29年06月 2日
青森国際ホテル（青森市）
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建築技術
教育普及センター
本部

受託者：本部

情報・広報委員会

青森県住宅リフォーム
受託者：本部
推進協議会

建築技術
教育普及センター

受託者：本部

本部
本部
青森県住宅リフォーム
受託者：本部
推進協議会

本部
本部

※役員改選に伴う
代表理事等選出

平成２８年度 第２回 理事会承認済み （平成２９年３月１７日(金)開催）
年月日
場所
平成29年度 青森県地域貢献活動センター
平成29年06月中下旬
運営委員会会議 未定（青森市）
平成29年度 既存住宅状況調査技術者
平成29年06月14日
養成講習①（改正宅建業法に対応した登録技術者講習） アスパム（青森市）
平成29年06月21日
平成29年度 第一期 定期講習（※士会）
アスパム（青森市）
平成29年06月中
監理技術者講習①（建築士版）
青森県建設会館（青森市）
平成29年07月 2日
二級建築士「学科」試験
アスパム（青森市）
平成29年度 一般社団法人
平成28年07月08日～09日
青森県建築士会 下北大会 むつ市内及び近郊
平成29年07月23日
一級建築士、木造建築士「学科」試験
アスパム（青森市）
住宅省エネルギー
平成29年08月01日頃～随時
施工及び設計技術講習会
青森県内
平成29年08月22日（予定）
二級建築士「学科」試験合格者発表
本部事務局
インテリアプランナー②
平成28年08月31日～ 9月29日
受験申込書配布
本部事務局（青森市）
平成29年09月01日
会報「けんちくし」発行（第169号）
本部事務局（青森市）
一級建築士、木造建築士
平成29年09月05日（予定）
「学科」試験合格者発表
本部事務局
平成29年09月10日
二級建築士「設計製図」試験
アスパム（青森市）
平成28年09月上中旬
平成29年度 第二期 定期講習（※協会）
ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森（青森市）
平成29年度 既存住宅状況調査技術者
平成29年09月中
養成講習②（改正宅建業法に対応した登録技術者講習） アスパム（青森市）
平成29年09月中
監理技術者講習②（建築士版）
青森県建設会館（青森市）
平成28年09月30日
第41回 北海道建築士会 全道大会
事業種別

北海道 倶知安町及びニセコ町

住宅リフォーム事業者向けセミナー
（１回開催予定）
住宅リフォーム消費者向けセミナー
（１回開催予定）
一級建築士、木造建築士
「設計製図」試験
平成29年度 青森県住宅リフォーム
推進協議会 第２回 理事会
2017 第8回「建築甲子園」
青森県大会審査会（青森県予選）
平成29年度 第三期 定期講習（※士会）
平成29年度 既存住宅状況調査技術者
養成講習③（改正宅建業法に対応した登録技術者講習）
監理技術者講習③（建築士版）
二級建築士、木造建築士試験合格者発表
第60回 建築士会全国大会（京都大会）
一級建築士試験合格者発表
会報「けんちくし」発行（第170号）
平成29年度 既存住宅状況調査技術者
養成講習④（改正宅建業法に対応した登録技術者講習）
監理技術者講習④（建築士版）
平成29年度 第四期 定期講習（※協会）
平成29年度 第２回 常務理事会
平成29年度 第２回 理事会

平成29年10月01日以降
本部事務局（青森市）
平成29年10月01日以降
本部事務局（青森市）
平成29年10月08日
アスパム（青森市）
平成29年10月中
ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｱﾗｽｶ（青森市）
平成28年11月中
会場未定（青森市）
平成28年11月中
アスパム（青森市）
平成29年12月中
アスパム（青森市）
平成29年12月中
青森県建設会館（青森市）
平成29年12月07日（予定）
本部事務局
平成29年12月08日
京都市勧業館みやこめっせ（京都市）

平成29年12月21日（予定）
本部事務局
平成30年01月01日
本部事務局（青森市）
平成30年03月中
アスパム（青森市）
平成30年03月中
青森県建設会館（青森市）
平成30年 3月中
ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森（青森市）
平成30年 3月中下旬
会場未定（青森市）
平成30年 3月中下旬
会場未定（青森市）
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主催別

備考

本部
日本建築士会連合会

認定登録講習機関：日本建築士会連合会

実施運営機関：本部
認定登録講習機関：建築技術教育普及ｾﾝﾀｰ
建築技術
教育普及センター 実施運営機関：本部
日本建築士会連合会

認定登録講習機関：日本建築士会連合会

実施運営機関：本部
建築技術
受託者：本部
教育普及センター
主管：下北支部
本部
旧「建築士の日」記念大会
建築技術
受託者：本部
教育普及センター
青森県木造住宅生産
委託者：国土交通省
体制強化推進協議会 受託者：本部
建築技術
受託者：本部
教育普及センター
建築技術
受託者：本部
教育普及センター
本部

情報・広報委員会

建築技術
受託者：本部
教育普及センター
建築技術
受託者：本部
教育普及センター
認定登録講習機関：建築技術教育普及ｾﾝﾀｰ
建築技術
教育普及センター 実施運営機関：青森県建築士事務所協会
日本建築士会連合会
日本建築士会連合会
北海道建築士会

認定登録講習機関：日本建築士会連合会

実施運営機関：本部
認定登録講習機関：日本建築士会連合会

実施運営機関：本部
主催：北海道建築士会
主管：北海道建築士会後志支部

青森県住宅リフォーム
受託者：本部
推進協議会
青森県住宅リフォーム
受託者：本部
推進協議会

建築技術
受託者：本部
教育普及センター
青森県住宅リフォーム
受託者：本部
推進協議会

日本建築士会連合会

主管：本部

認定登録講習機関：建築技術教育普及ｾﾝﾀｰ
建築技術
教育普及センター 実施運営機関：本部

日本建築士会連合会
日本建築士会連合会

認定登録講習機関：日本建築士会連合会

実施運営機関：本部
認定登録講習機関：日本建築士会連合会

実施運営機関：本部
建築技術
受託者：本部
教育普及センター
主催：日本建築士会連合会
日本建築士会連合会
主管：京都府建築士会
建築技術
受託者：本部
教育普及センター
本部
日本建築士会連合会
日本建築士会連合会
建築技術
教育普及センター
本部
本部

情報・広報委員会
認定登録講習機関：日本建築士会連合会

実施運営機関：本部
認定登録講習機関：日本建築士会連合会

実施運営機関：本部
認定登録講習機関：建築技術教育普及ｾﾝﾀｰ
実施運営機関：青森県建築士事務所協会

