プレハブ住宅コーディネーター
Prefabricated Housing Coordinator
第４７・４８回
プレハブ住宅コーディネーター

資格更新講習会案内
（合同講習会）

注） 更新講習会の開催は、１回/年度です。
受講対象者は、２．受講対象者の資格の有効期間及び注意書きを確認して
受講申込を行ってください。

この「プレハブ住宅コーディネーター資格更新講習会」は、すでに「プレハブ住宅
コーディネーター」として認定され、協会に登録されている有資格者が、その資格を
更新するためのものです。
更新は、資格更新講習の受講を条件としており、審査の上、更新を認める者を「プ
レハブ住宅コーディネーター」として、再登録いたします。

プレハブ住宅コーディネーター資格更新講習会を以下にて実施します。
１．日程、会場及び定員
日程
平成２９年
７月３日（月）

会場名
仙台

平成２９年
７月２４日（月） さいたま
平成２９年
７月７日（金）

東京

平成２９年
７月１０日（月）

静岡

平成２９年
７月１４日（金） 名古屋
平成２９年
７月２１日（金）

大阪

平成２９年
７月１４日（金）

岡山

平成２９年
７月２１日（金）

福岡

所在地
日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）
☎ ０２２（２７６）２１１０
研修室１
仙台市青葉区旭ヶ丘３－２７－５
大宮ソニックシティ
☎ ０４８（６４７）４１１１
６０２号室
さいたま市大宮区桜木町１－７－５
国際交流棟
国立オリンピック記念青少年総合センター
レセプションホール
☎ ０８０（３４２９）３１２１
当日のみ使用可
渋谷区代々木神園町３－１
静岡商工会議所
☎ ０５４（２５３）５１１１
４０３号室
静岡市葵区黒金町２０－８
ウインクあいち
☎ ０５２（５７１）６１３１
１１０４号室
名古屋市中村区名駅４－４－３８
ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
５F特別会議室
☎ ０６（６９１０）８５００
大阪市中央区大手前１－３－４９
岡山国際交流センター
☎ ０８６（２５６）２９０５
５F会議室（１）
岡山市北区奉還町２－２－１
天神ビル
９号会議室
☎ ０１２０（３２３）９２０
福岡市中央区天神２－１２－１

会場定員
２４名

５２名

１３３名

４２名

７２名

４８名

４０名

４０名

２．受講対象者
本講習会の受講対象者は、次の有資格者とする。（第49･50回更新対象者は、6頁≪参考≫に記載）
（１）第42回資格認定講習会合格者で有効期間が平成29年12月31日に切れる有資格者
（２）第43回資格認定講習会合格者で有効期間が平成30年2月28日に切れる有資格者
注１）上記（１）及び（２）の受講対象者は、今回が最後の講習会となります。
（３）第44回資格認定講習会合格者で有効期間が平成31年2月28日に切れる有資格者
注２）上記（３）の受講対象者で今回講習会を受講しない受講対象者は、来年度に開催する
第49･50回更新講習会が最後の講習会となります。

３．認定証等の交付
すべての講義を受講し、資格認定審査の結果、更新を認める者に新たに認定証を交付する。
注）更新された方の旧認定証及び資格を取り消された方等の旧認定証は、教務担当がとりまとめのうえ、
処分方よろしくお願いいたします。

４．会場案内

仙台会場
開催日：平成２９年７月３日（月）

日立システムズホール仙台
仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5

☎ 022-276-2110

●地下鉄：仙台駅から市営地下鉄・泉中央方面行き10分
「旭ヶ丘駅」下車

さいたま会場
開催日：平成２９年７月２４日（月）

大宮ソニックシティ
さいたま市大宮区桜木町1-7-5

☎ 048-647-4111

●JR大宮駅西口 徒歩3分

東１番出口より徒歩3分

●バス：バス停 「地下鉄旭ヶ丘駅」 より徒歩２分

東京会場
開催日：平成２９年７月７日（金）

国立オリンピック記念青少年総合センター

静岡会場
開催日：平成２９年７月１０日（月）

静岡商工会議所会館

国際交流棟 レセプションホール
東京都渋谷区代々木神園町3-1 ☎ 080-3429-3121 （当日のみ使用可）

静岡市葵区黒金町20-8

●小田急線：参宮橋駅 徒歩7分

●JR静岡駅 徒歩3分

●地下鉄：千代田線代々木公園駅4番出口(公園口） 徒歩10分

☎ 054-253-5111

名古屋会場

大阪会場

開催日：平成２９年７月１４日（金）

開催日：平成２９年７月２１日（金）

ウインクあいち

ドーンセンター

名古屋市中村区名駅4-4-38

☎ 052-571-6131

（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

JR名古屋駅より

大阪市中央区大手前1-3-49 ☎ 06-6910-8500

●JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面 徒歩５分

●京阪「天満橋駅」下車。 1番出口より徒歩5分

●ユニモール地下街５番出口 徒歩２分

●JR東西線「大阪城北詰」駅下車。2番出口より10分

岡山会場

福岡会場

開催日：平成２９年７月１４日（金）

開催日：平成２９年７月２１日（金）

岡山国際交流センター

天神ビル

岡山市北区奉還町2-2-1 ☎ 086-256-2905

福岡市中央区天神2-12-1

●JR岡山駅 徒歩５分

●市内ﾊﾞｽ：博多駅から天神各バス停

☎ 0120-323-920

天神ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ下車約5分
●地下鉄：天神駅下車 西-３aより約1分

５．内容及びスケジュール
時

間

内

容

１３：００～１３：０５

開

始

１３：０５～１４：００

プレハブ建築協会の役割とコンプライアンス

１４：１０～１５：３０

最近の住宅政策とプレハブ建築協会の取り組み

１５：４０～１６：２０

まちなみと住まいづくり
(既成市街地住宅のまちなみ設計ガイドライン）

１６：２０～１６：４０

確認テスト

１６：４０

閉

会

注１）講習会開始15分前までに受付を済ませ、講習会開始１０分前には指定席に着席して下さい。
注２）遅刻した場合は、失格とします。
注３）講習会の最後に理解度確認テストを実施します。
６．申込方法
（１） 申込受付期限
平成２９年６月２日（金）
※会場の都合により定員を超えた場合は、受講者数を調整することがあります。
（２） 申込み手続き
申込は、同封用紙 ［申請書（様式第2-1）、申請者一覧及び結果通知書（様式第２-2）、個人
票（様式第２-3）］を用い、会員企業が各受講会場毎におとりまとめのうえ、協会本部に一括
申込みして下さい。
なお、申請書等の作成は以下の手続きにてお願いします。

①

協
会
本
部

②

会員企業

講習会のご案内及び資格
認定申請書類一式送付

個人票（様式第2-3）
の配布

④

・個人票（様式第2-3）の内容確認
・申請書（様式第2-1）、申請者一覧（様式第2-2)

⑤
申請書（様式第2-1）、
申請者一覧（様式第22）、個人票（様式第2-3）
の提出

作成

③
個人票（様式第2-3）
の提出

※会場の都合により定員を超えた場合は、受講者数を調整することがあります。

申
請
者
本
人

(３) 申請料
受講者１人当たり１０，８００円（うち消費税８００円）を徴収します。（プレハブ住宅コーディ
ネーター教育テキスト代（第13版）・登録料含みます）
申込と同時にお支払い下さい。（既納の受講料は返納致しません）
但し、第４５・４６回（合同）資格更新講習会に申込みされ、受講されなかった方の受講料は、
８，６４０円（うち消費税６４０円）といたします。
該当者は、様式第２－２の「行番号」を○で囲んで下さい。
銀行振込の場合は
みずほ銀行 新橋中央支店 一般社団法プレハブ建築協会
普通預金口座 （１０３２３３４）へお願いします。
(４) 申込先および問い合わせ先
一般社団法人プレハブ建築協会 教務部（担当：金森・新村・中島）
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-13 M&Cビル５階
TEL 03（5280）3121（代表）

FAX 03（5280）3127

TEL 03（5244）5197（教務部直通）

７．申請申込書記載要領
(１) 申請書（様式第2-1）及び申請者一覧（様式第2-2）は、（一社）プレハブ建築協会会員企業の
担当者が記入して下さい。
(２) 個人票・受講票（様式第2-3）は、受講者各自が記入して下さい。
出力印刷して下さい。
(３) 個人票（様式第2-3）の写真は、２４㎜×３０㎜、無帽、無背景、上半身正面（最新６ヶ月以内）
の写真２葉を所定の位置にのり付けして下さい。
（スナップ写真は不可、証明写真に限ります。）
認定証作成の際にサイズ、背景等による不具合を生じた場合は、写真の再送をお願いする
ことがあります。
(４) 申請書類は所定の用紙をご使用下さい。（コピーは不可）

≪参 考≫
第４９・５０回プレハブ住宅コーディネーター資格更新講習会開催予定
平成３０年７月～８月
受講対象
・ 第４４回資格認定講習会合格者（有効期間：平成３１年２月２８日）
・ 第４５回資格認定講習会合格者（有効期間：平成３２年２月２８日）

