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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
2017 年12 月〜2018 年 2 月

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。

作 業 主 任 者 技 能 講 習

足場の組立等作業主任者＊（２日間） ※ 21 歳以上　※要実務経験３年以上 申込締切 11/22 水

実施日 2017 年 12 月７日木〜８日金 受講料 9,000 円
（受講料 8,000 円＋運営費 1,000 円）

必要な作業
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
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 11/30 木

実施日 2017 年12 月12 日火〜13 日水 受講料 11,000 円
（※講習当日、郵便切手 392円分が別途必要となります。）

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

対象者
大工、とび、土工、塗装工、解体工、内装、リフォー
ム等

有機溶剤作業主任者（２日間）※ 18 歳以上 申込締切 ２/ １木

実施日 2018年2月17日土〜18日日 受講料 15,000 円

必要な作業
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

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 12/ ７木

実施日 2017 年12 月 20 日水〜21日木 受講料 9,000 円
（受講料 8,000 円＋運営費 1,000 円）

必要な作業
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 大工、とび等

＊�「足場の組立等作業主任者」及び「木造建築物の組立て等作業主任者」は受講希望者が10人未満の
場合、休講となります。



丸のこ等取扱い作業従事者教育� 申込締切 11/30 木
実施日 2017 年 12 月 15 日金 17:00 〜 21:00 受講料 3,800 円
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。

足場の組立等特別教育� 申込締切 11/22 水
実施日
場　所 2017 年 12 月６日水 9:00 〜 17:00 受講料 7,000 円

（受講料 6,000 円＋運営費 1,000 円）

必要な作業
足場の組立等 ( 解体又は変更 ) の業務に従事する人を対象
（受講希望者が10人未満の場合、休講となります）

各 種 技 能 講 習

高所作業車運転（２日間）� 定員 10 名 ・ 申込締切 1/25 木
実施日 2018 年２月７日水〜８日木 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）� 定員 10 名 ・ 申込締切 2/8 木
実施日 2018 年２月 21 日水〜 23 日金 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）� 定員 7 名 ・ 申込締切 1/15 月
実施日 2018 年１月 31 日水〜２月２日金 受講料 46,500 円
必要な作業 つり上げ荷重１ｔ以上 5 ｔ未満の移動式クレーン車

ガス溶接技能講習（２日間）� 申込締切 1/15 月
実施日 2018 年２月３日土〜４日日 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� 申込締切 1/11 木
実施日 2018 年１月 29 日月 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）� 申込締切 1/11 木
実施日 2018 年１月 24 日水〜 26 日金 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）� 申込締切 2/1 木
実施日 2018 年２月 14 日水〜 15 日木 受講料 15,100 円
必要な作業 職長、その他労働者を直接指導監督する人を対象とした安全教育

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。



増 改 築 相 談 員
【新規】増改築相談員研修会 申込締切 2/1 木
実施日 2018 年 2 月 16 日金 受講料 　組合員 27,000 円　　　　組合外 33,000 円

 （いずれも登録料6,480円含む）

受講資格
住宅の新築工事又はリフォーム工事に関する実務経験を10年以上有するもの。
▪住宅建築の実務経験とは
　◦新築住宅の設計、施工、施工管理（共同住宅も可能）
　◦住宅リフォームの設計、施工、施工管理（共同住宅も可能）
　◦住宅設備機器に関する設計、施工、施工管理
　　（なお、営業、住宅の解体、足場の設置、資材運搬、等は対象外です。）

必要な作業
　増改築相談員は、住宅リフォームに関する技術的な知識と消費者からの相談に必要な「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的に学
習します。
　住宅の新築工事又はリフォーム工事に関する実務経験を 10 年以上有し、住宅リフォーム工事
に関する専門知識を修得するための研修を受講し、考査に合格すると、増改築相談員として登録
されます。登録情報については、インターネットで消費者が閲覧できます。（希望者のみ）
　増改築相談員は、登録期間を５年間としており、５年毎に更新研修会の受講をお願いしており
ます。新しい技術や知識を修得し、消費者から「安心できる住宅リフォームの相談先」として期
待されています。
　この制度は、昭和 60 年度から始まり、現在、全国で約 14,000 人の方が増改築相談員とし
て登録されています。

講習内容
一般知識編 ／ 一般知識編２ 
最新情報編 ／ 関連融資・住宅の税金  
トラブル事例とその対応
介護保険における住宅改修
考　査

修了証見本
　修了証は３月頃、所属
組合を通して送付いた
します。組合外の受講生
については、当センター
より直接郵送致します。

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。
●�足場作業主任者・木建作業主任者・職長�
増改築・丸のこ・足場の組立等特別教育➡

① 全建総連会館
〒169-8650　東京都新宿区高田馬場２丁目７− 15

●玉掛・高所作業車・小型クレーン……… ➡② タダノ教習センター　東京教習所〒136-0082　東京都江東区新木場２丁目 7− 1

●有機・ガス・アーク・砥石……………… ➡③ IHI 技術教習所　東京センター〒136-0075　東京都江東区新砂 1丁目 10− 17

●石綿………………………………………… ➡④ 東京労働安全衛生センター〒136-0071　東京都江東区亀戸 7丁目 10− 1

※定員に満たない場合は休講になる場合があります。ご了承下さい。

講習会会場のご案内



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 受講料

足場の組立等特別教育 2017年 12月 6日水 7,000円

足場の組立て等作業主任者 2017年 12月 7日木〜8日金 9,000円

石綿作業主任者 2017年 12月 12日火〜13日水 11,000円

丸のこ等取扱作業従事者教育 2017年 12月 15日金 3,800円

木造建築物の組立て等作業主任者 2017年 12月 20日水〜 21日木 9,000円

アーク溶接特別教育 2018年 1月24日水〜26日金 21,000円

自由研削といし特別教育 2018年 1月29日月 9,000円

小型移動式クレーン運転 2018年 1月31日水〜 2月2日金 46,500円

ガス溶接技能講習 2018年 2月3日土〜4日日 16,000円

高所作業車運転 2018年 2月7日水〜8日木 41,800円

職長・安全衛生責任者教育 2018年 2月14日水〜15日木 15,100円

【新規】増改築相談員研修会 2018年 2月16日金 組合員27,000円
組合外33,000円

有機溶剤作業主任者 2018年 2月17日土〜18日日 15,000円

玉掛け技能講習 2018年 2月21日水〜23日金 23,700円

氏名 生年月日
（西暦）

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

住所
〒　　　　−

電話　　　　　　　　　　　　　　　　　
本籍地 都 道

府 県

組合
・
支部

職種 経験年数

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。

講習会申込方法について
★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。
　※各組合担当者は、必ず「仮申込書」のコピーを提出して下さい。
　※�各講習会締切後に、受講者所属組合に確認連絡を行います。「仮申込書」を提出したに
も係らず連絡がない場合は、ご一報下さい。

●各講習会ごとの締切期限を守ってお申し込み下さい。
※締め切り後の返金は行えませんので予めご了承下さい。
※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。

［主催］特定非営利活動法人　東京建設技術センター
〒169-8650 新宿区高田馬場 2-7-15　電話 03-3200-7910

➡


