特定非営利活動法人

東京建設技術センター講習会

労働安全衛生法に基づく

資格講習会のご案内
2014年12月〜2015年2月

作 業 主 任 者 技 能 講 習
以下の作業には資格が必要です。違反すると、事業者は罰せられる場合があります。

足場の組立等作業主任者（2 日間）※ 21 歳以上
実施日
必要な作業

※ 要実務経験 3 年以上

2015年2月12日木〜13日金

受講料

つり足場、
張り出し足場、
又は高さ5m以上の構造に
おける足場の組立、
解体、
変更の作業

対象者

申込締切 1/29 木
11,490 円

（※講習当日、郵便切手 392 円分が別途必要となります。）

とび、大工、左官、塗装、板金、タイル、鉄筋、
鉄骨工等

石綿作業主任者（2 日間）※ 18 歳以上	 申込締切 12/4木
実施日

2014年12月16日火〜17日水

必要な作業 石綿が使用されている建築物の解体・改修等の作業

受講料
対象者

14,300 円

（※講習当日、郵便切手 392 円分が別途必要となります。）

大工、とび、土工、塗装工、解体工、内装、リフォー
ム等

木造建築物の組立て等作業主任者（2 日間）※要実務経験 3 年以上 申込締切 11/27木
実施日
必要な作業

2014年12月11日木〜12日金

受講料

軒の高さが 5m 以上の木造建築物の組立て、屋
根下地や外壁下地の取り付け

対象者

11,390 円

（※講習当日、郵便切手 392 円分が別途必要となります。）

大工、とび等

有機溶剤作業主任者（2 日間）※ 18 歳以上
実施日
必要な作業

申込締切 1/8木

2015年1月24日土〜25日日

受講料

15,000 円

屋内作業場、タンク等で有機溶剤を製造、又は取
扱う作業の主任者

対象者

塗装、左官、防水、吹付、木工等

［主催］特定非営利活動法人

東京建設技術センター

〒 169-8650
東京都新宿区高田馬場 2-7-15 東京労働局長登録教習機関 特定非営利活動法人東京建設技術センター
登録番号 安第２４６号（足場の組立て等作業主任者技能講習）
電話 03-3200-7910
安第２４７号（木造建築物の組立て等作業主任者技能講習）

各 種 技 能 講 習
以下の作業には資格が必要です。違反すると、事業者は罰せられる場合があります。

高所作業車運転（２日間）
実施日

申込締切 1/22 木

2015年2月3日火〜4日水

受講料

41,800 円

必要な作業 作業床の高さ 10m 以上の高所作業車運転（普通自動車の免許が必要、無い場合は相談下さい）

玉掛け技能講習（３日間）
実施日

申込締切 2/5 木

2015年2月17日火〜19日木

受講料

23,700 円

必要な作業 つり上げ荷重１ｔ以上のクレーン・デリックについての玉掛け作業

小型移動式クレーン運転（３日間）
実施日

2015年2月10日火〜12日木

申込締切 1/29 木
受講料

46,500 円

必要な作業 つり上げ荷重１ｔ以上5ｔ未満の移動式クレーン車

ガス溶接技能講習（2 日間）
実施日

申込締切 1/8 木

2015年1月22日木〜23日金

受講料

16,000 円

必要な作業 可燃性ガスおよび酸素を用いて行う溶接、
溶断又は加熱の作業

特 別 教 育
自由研削といし特別教育
実施日

2015年1月26日月

申込締切 1/15 木
受講料

9,000 円

必要な作業 自由研削といしの取替え又は、取替え時の試運転の業務

アーク溶接特別教育（3 日間）
実施日

2015年1月27日火〜29日木

申込締切 1/15 木
受講料

21,000 円

必要な作業 アーク溶接機を用いて行う溶接、溶断等の作業

職長・安全衛生責任者教育（2 日間）
実施日

2015年2月26日木〜27日金

申込締切 2/12木
受講料

15,000 円

必要な作業 職長、その他労働者を直接指導監督する者を対象とした安全教育

丸のこ等取扱い作業従事者教育
実施日

2015年2月18日水 17:00〜21:00

申込締切 2/5 木
受講料

必要な作業 労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育。使用方法・点検・安全知識。

3,800 円

増 改 築 相 談 員
【新規】増改築相談員研修会

申込締切 2/12 木

実施日

2015年2月27日金

組合員27,000円 ／ 組合外33,000円（いずれも登録料
6,300円含む ）

受講資格

住宅の新築又はリフォームに関する実務経験を 10 年程度有するもの。

受講料

リフォーム相談を受ける上で必要な、「相談技術」「関連融資・税金」「住宅の点検と補修」等の知識、増改築に関する最新情報等を総合
必要な作業 的に学習します。修了した者は、「増改築相談員」として登録され、各区市町村に常備され、消費者が閲覧できます。( 希望者のみ )
※登録期間は５年間。更新手続きもあります。

講習会申込方法について

講習会会場案内は
裏面をご覧下さい。

★下欄「仮申込書」の希望の講習会に○印をつけ、
必要事項を記入し、受講料を添えて組合・支部の窓口に提出して下さい。
●各講習会ごとの締切期限を守ってお申し込み下さい。

［主催］特定非営利活動法人

東京建設技術センター

※締め切り後の返金は行えませんので予めご了承下さい。

〒169-8650 新宿区高田馬場 2-7-15
電話 03-3200-7910

※各講習会会場につきましては次ページ上欄をご覧下さい。
※申込者には講習開催の７日前までに案内を郵送致します。
（切り取って組合・支部へ提出）

希望する講習の申込み欄に○印を記入して下さい

➡

※定員に満たない場合は休講になる場合があります。休講
になった場合は、別の講習機関を紹介させて頂きます。

講 習 会 受 講 仮 申 込 書（東京建設技術センター実施）

➡申込

実施内容

実施日時

木造建築物の組立て等作業主任者

2014年12月11日木〜12日金

11,390円

石綿作業主任者

2014年12月16日火〜17日水

14,300円

ガス溶接技能講習

2015年1月22日木〜23日金

16,000円

有機溶剤作業主任者

2015年1月24日土〜25日日

15,000円

自由研削といし特別教育

2015年1月26日月

アーク溶接特別教育

2015年1月27日火〜29日木

21,000円

高所作業車運転

2015年2月3日火〜4日水

41,800円

小型移動式クレーン運転

2015年2月10日火〜12日木

46,500円

足場の組立て等作業主任者

2015年2月12日木〜13日金

11,490円

玉掛け技能講習

2015年2月17日火〜19日木

23,700円

丸のこ等取扱作業従事者教育

2015年2月18日水

職長・安全衛生責任者教育

2015年2月26日木〜27日金

【新規】増改築相談員研修会

9,000円

3,800円
15,000円
組合員27,000円
組合外33,000円

2015年2月27日金

名

職種

氏

フリガナ

住所

−

年

月

日

本籍地

生年 （西暦）
月日
〒

受講料

組合
・
支部

電話

都道
府県

講習会会場のご案内

講習ごとに会場が異なりますので事前によくご確認下さい。
●足場
●木建

➡⑤ 東京労働基準協会連合会
➡⑥ 東京安全衛生研修センター

〒136-0071 東京都江東区亀戸７丁目10−１

⑤東京労働基準協会連合会

④ＩＨＩ技術教習所
〒136-0075 江東区新砂1丁目10-17

〒132-0021 東京都江戸川区中央1丁目8−1

⑥東京安全衛生研修センター

〒169-0075 新宿区高田馬場２丁目７−１５

③ タダノ教習センター東京教習所

②東京労働安全センター

※ 定員に満たない場合は休講になる場合があります。休講になった場合は、
別の講習機関を紹介させて頂きます。

①全建総連会館

●職長・増改築・丸のこ ➡① 全建総連会館
●石綿 ➡② 東京労働安全衛生センター
●玉掛・高所作業車・小型クレーン ➡③ タダノ教習センター東京教習所
●有機・ガス・アーク・砥石 ➡④ IHI 技術教習所

〒136-0082 江東区新木場２丁目7−1

〒132-0021 東京都江戸川区中央1丁目8−1

