
２０２０年 登録型枠基幹技能者 更新講習の開催について

（２０２０年６月４日現在）

登録型枠基幹技能者は資格を取得後５年毎に資格を更新しなければなりません。修了

証の有効期限を迎える基幹技能者を対象に、有効期限を５年間更新するための更新講習

を、全国の各支部が主催して順次実施しています。更新講習は修了証に記載された有効

期限の１年前から有効期限終了後半年までの間に、全国のどの会場でも受講できます。

本年度に開催する更新講習（開催決定済み分）を下記の通りご案内申し上げます。開

催案内は各地域における開催が決定次第順次、ホームページに掲載します。

Ⅰ．募集概要

１．受講資格

次の受講資格をすべて満たしている基幹技能者が受講できます。提出していただく応募書

類に基づき書類審査を行ない、受講資格を満たしていると判定された方が受講できます。

（１）実務経験 登録型枠基幹技能者講習修了証を取得後、引き続き５年間、建設現場におい

て、職長等に就任して型枠工事の施工実務経験を有すること。

実務経験証明書に更新講習受講前５年間の実務経験（工事名）及びその内、

職長に就任している工事を記入していただきます。

（２）資格基準 最初の認定講習（初回講習）受講のさい資格基準として申請した、次の５種

類の資格の内のいずれかの資格を、失効せずに引き続き保有していること。

       ① １級型枠施工技能士  ② １級または２級建築施工管理技士

       ③ １級または２級土木施工管理技士

（３）資質基準 受講希望者が上記（１）及び（２）の基準を満たすものとして、受講希望者

の所属会社の代表者等が、実務経験証明書において証明を行うこと。

２．講習会費  ２５，０００円（消費税込み）

３．払込・返金 銀行振込みとする。但し、受講資格審査の結果、受講資格者と認定された者

のみ振込みしてください。※受講資格審査が先になります。審査は講習日の

1 か月半前の前後から開始します。

        

４．キャンセル

① 受講料は講習開催日初日の１０日前まで（土曜日、日曜日、祝日を含む）

に事務局へ連絡のあったキャンセルは返金します。９日以内のキャンセル

は返金しません。但し５月上旬、８月中旬及び年末年始の長期の休日が設

定される時期についてはその都度開催案内等にて返金期限を通知します。

② 受講料は講習開催日初日の９日前以内の連絡の場合は返金せず、講習の開催     

月（講習日の末日の属する月）から３月以内もしくは３月を超えた直近の時   

期に開催される全国の会場を対象として、１回の講習に限り振り替えること

ができるものとする。振替えた講習を欠席する場合は、再度の振り替えには

応じない。

    ③ 当日の無断欠席者は返金せずかつ講習の振替に応じない。講習途中での止む  

を得ない退出（本人又は親族の訃報、急病・事故等）の場合は返金せず、②

と同じ取扱いを行う。



５．申込方法  受講申込書はこのホームページの「資料ダウンロード」から入手してください。

               または (一社)日本型枠工事業協会本部（以下の受講申込書送付先）または

日本型枠の講習開催支部に申込書の請求を行ってください。メール又はＦＡ

Ｘにて、送り先・氏名等を記載してください。

６．受講申込書類一式送付先・問合せ先 一般社団法人日本型枠工事業協会

・住所：〒105-0004 東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

・電話：03-6435-6208 ＦＡＸ：03-6435-6268

・メールアドレス：info@nikkendaikyou.or.jp

Ⅱ ２０２０年 更新講習開催日程

（１）開催日・会場

114 回 ６月１３日(土) 東京都会場    貸会議室内海→※募集終了

116 回 ７月 ５日(日) 愛媛県西条市会場 石鎚山ハイウェイオアシス館

117 回 ７月１１日(土) 松本市会場   松本市勤労者福祉センター→※募集開始

118 回 ７月１２日(日) 仙台市会場    エスポール宮城

119 回 ７月１９日(日) 大阪府和泉市会場 和泉市コミュニティーセンター

120 回 ８月２３日(日) 東京都会場    貸会議室内海→※募集終了

121 回 ９月１３日(日) 札幌市会場    北海道立職業能力開発支援センター

122 回 ９月２６日(土) 広島市会場    広島県立情報プラザ→※募集開始

123 回 １０月 ４日(日) 東京都会場    東京学院ビル（貸会議室内海）

124 回 １０月１０日(日) 名古屋市会場  名古屋国際会議場

※上記の地域以外にも、２０２０年下期から２０２１年にかけてまとまって

有効期限の到来する方がおられる山梨県、北陸３県（富山、石川、福井各県）、

京都府、熊本県、大分県、鹿児島県で講習の開催を検討中です。

（２）詳細

    次ページ以降に各講習の詳細、受講できる方、カリキュラムを掲載しています。

Ⅲ 【参考】開催した認定（初回）講習一覧表

過去に開催した初回講習の日程、会場、修了番号、有効期限を末尾に掲載する

   ので更新時期の目安にして下さい。



２０２０年１月７日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１１4 回更新講習（東京都会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修了

証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しなけれ

ば資格を喪失いたします。

つきましては、下記の要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年６月１３日（土曜日）８：４５（集合）～１７：００

場  所  東京学院ビル（貸会議室内海） ３階教室

       （住所）〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町３－６－１５東京学院ビル

       （電話）０３－３２６１－００１７

（交通）ＪＲ総部線「水道橋駅」西口下車 徒歩１分

    ※会場に駐車場はありません。

講 習 料  ２５，０００円（昼食事代、テキスト代込み）・（交通費等含まず）

集合時間  ２０２０年６月１３日（土曜日）８時４５分

講  師  （(一社)日本型枠工事業協会本部講師）三野輪賢二氏

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年３月１９日（木曜日）（定員６０名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

  (注１)受講票添付用(写真は、３ヶ月以内のもの)。

サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝ 厳守、合計２枚送付の事。                                   

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

問合せ先 日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年３月１９日(木)必着

定員６０名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４

        東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「会場案内図」、「講習カリキュラム」をお送りします。

募集を終了しています。当初の日程を以下の６月に変更しています。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件
２０２０年６月１３日第１１４回更新講習（東京都会場）

１．概 要

・登録型枠基幹技能者講習修了証（以下「修了証」と略）に記載された、有効期限の

１年前以降有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受講できます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できま

す。半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また

有効期限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講可能者

（１）首都圏で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)（更新１回目）２０１５年５月８～１０日 会場：中央工学校

   修了証の有効期限が２０２０年５月９日の方

（登録番号の下５桁が０３４１４～０３４７２の方）

2)（更新１回目）２０１５年１１月２１～２３日 会場：中央工学校

   修了証の有効期限が２０２０年１１月２２日の方

（登録番号の下５桁が０３７８１～０３８３７の方）

3)（更新１回目）２０１６年３月１１～１３日 会場：中央工学校

   修了証の有効期限が２０２０年３月１２日の方

（登録番号の下５桁が０３９０２～０３９４９の方）

4)（更新２回目）２０１０年４月１６～１８日 会場：ニュー新橋ビル

修了証の有効期限が２０２０年４月１７日の方

      （登録番号の下５桁が０１２４１～０１２８０の方）

5)（更新２回目）２０１０年１０月９～１１日 会場：千葉市民会館

修了証の有効期限が２０２０年１０月１０日の方

      （登録番号の下５桁が０１５１９～０１５４７の方）

6)（更新２回目）２０１１年４月１～３日 会場：池袋桐杏学園

修了証の有効期限が２０２１年４月２日の方

  （登録番号の下５桁が０１６７１～０１７０６、０２１０９、０２１１０の方）

（２）全国の他の地域で以下の講習を受講された方（以下の方は受講できます。）

修了証の有効期限が２０２０年３月２２日～２０２１年３月２１日の方

（更新１回目）登録番号の下５桁が０３４７３～０３９８７の方

（更新２回目）登録番号の下５桁が０１２８１～０１６７０の方

（３）修了証の有効期限終了後半年以内の方で資格を更新していない方

（更新希望者は必ず受講してください。）

1)（更新２回目）２０１０年２月２６～２８日 会場：池袋桐杏学園

修了証の有効期限が２０２０年２月２７日の方

（登録番号の下５桁が０１０６４～０１１６６の方）
※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。



登録型枠基幹技能者 第１１４回更新講習カリキュラム 東京都会場

（講習会場：東京学院ビル（貸会議室内海）２階教室）

実施日 ２０２０年６月１３日(土)  集 合 ８：４５

受 付 ８：４５ 受付・受講票確認・テキスト配布

説 明 ９：００ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師 （本部講師）三野輪賢二氏

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

０９：１０～０９：４０

（３０分）

10 分休憩

０９：５０～１０：５０

（６０分）

10 分休憩

１１：００～１２：００

（前半６０分）

   昼  食（３０分）

１２：３０～１３：５０

（後半８０分）

    10 分休憩

１４：００～１５：００

（６０分）

    10 分休憩

１５：１０～１５：４０

（３０分）

    20 分休憩

１６：００～１６：２５

（２５分）

回収・連絡・終了 16:30

１６：３０～１７：００

（再試験回収・終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定めら

れた安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～36

203～229

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ６時間   昼食代 ８００円】



２０２０年１月７日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１１６回更新講習（愛媛県西条市会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修了

証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しなけれ

ば資格を喪失いたします。

つきましては、下記要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年７月５日(日)８：５０（集合）～１７：１０

場  所  石鎚山ハイウェイオアシス館（松山自動車道内）３階大会議室

（住所）〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷乙２２－２９

（電話）０８９８－７６－３１１１

（ＨＰ）https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kanko/oashisu.html

講 習 料  ２５，０００円（昼食事代・テキスト代含み、交通費等含まない）

集合時間  ２０２０年７月５日(日)８時５０分

講  師  (一社)日本型枠工事業協会講師

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年６月５日(金)（定員２０名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

(注)写真は３ヶ月以内のもの。サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝厳守、同一写真を２枚用意の事。

１枚は受講申込書に貼り、他の１枚はクリップで止めて提出（受講票貼付用）

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

問合せ先 日本型枠四国支部 ℡：０８９－９７６－２８２８(㈱中野組内)

                 ０８９８－７２－５４５８(㈱野村建設内)

日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年６月５日(金)必着

定員２０名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４ 東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「講習カリキュラム」をお送りします。

募集中です。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件

２０２０年７月５日第１１６回更新講習（愛媛県西条市会場）

１．概 要

・各位が所持する登録型枠基幹技能者講習修了証（以下「修了証」と略）に記載された、

有効期限の１年前から有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受講で

きます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できます。

半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また有効期

限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講いただきたい方

（１）以下の会場で受講された四国地方の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)２０１５年(平成２７年)７月１７～１９日 会場：名古屋国際会議場

有効期限が２０２０年７月１８日 登録番号の下５桁が 03526 の１名の方

2)２０１５年(平成２７年)８月７～９日 会場：和泉市コミュニティーセンター

有効期限が２０２０年８月８日 同上 03580、03581、03598、03607、03608、

03627、03628、03631 の８名の方

3)２０１５年(平成２７年)８月２８～３０日 会場：仙台市エスポール

有効期限が２０２０年８月２９日 同上 03701 の１名の方

4)２０１５年(平成２７年)１２月４～６日 会場：和泉市コミュニティーセンター

有効期限が２０２０年１２月５日 同上 03849、03850、03851 の３名の方

5)２０１６年(平成２８年)３月１１～１３日 会場：大分県職業能力開発協会、他

有効期限が２０２１年３月１２日 同上 03957、03958、03987 の３名の方

6)２０１６年(平成２８年)５月６～８日 会場：和泉市コミュニティーセンター

有効期限が２０２１年３月１２日 同上 03994、04019 の２名の方

7)２０１６年(平成２８年)６月２４～２６日 会場：名古屋国際会議場

有効期限が２０２１年６月２５日 同上 04090、04094、04095、04096、

04101、04122、04123 の７名の方

（２）修了証の有効期限終了後半年以内の方で、四国地方の方で資格を更新していない方

（更新希望者は必ず受講してください。）

1)四国で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

（更新２回目の方）２０１０年３月２６～２８日 会場：ウェルピア伊予

有効期限が２０２０年３月２７日 同上 01217、01219、01221、01230、

01236 の５名の方

2)２０１５年(平成２７年)５月８～１０日 会場：東京中央工学校

有効期限が２０２０年５月９日 登録番号の下５桁が 03452 の１名の方

※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。



登録型枠基幹技能者 第１１６回更新講習カリキュラム 愛媛県西条市会場

（講習会場：石鎚山ハイウェイオアシス館）

実施日 ２０２０年７月５日(日)  集 合 ８：５０

受 付 ８：５０ 受付・受講票確認・テキスト配布

説 明 ９：１０ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師 （登録型枠基幹技能者講習中国ブロック講師）岩口雅宏氏

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

０９：１５～０９：４０

（２５分）

10 分休憩

０９：５０～１０：５０

（６０分）

10 分休憩

１１：００～１２：００

（前半６０分）

   昼  食（３０分）

１２：３０～１４：１０

途中 10 分休憩

（後半９０分）

    10 分休憩

１４：２０～１５：３０

（７０分）

    10 分休憩

１５：４０～１６：１０

（３０分）

    15 分休憩

１６：２５～１６：５５

（３０分）

回収・連絡・終了 17:00

１７：１０～１７：４０

（再試験回収・終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定められ

た安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～21

203～231

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ６時間１０分   昼食代 ８００円】



２０２０年６月３日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１１７回更新講習（長野県松本市会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修了

証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しなけれ

ば資格を喪失いたします。

つきましては、下記の要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年７月１１日（土曜日）８：５０（集合）～１７：３０

場  所  松本市勤労者福祉センター ２－２会議室

       （住所）〒390-0811 長野県松本市中央４－７－２６

       （電話）０２６３－３５－６２８６

（交通）ＪＲ松本駅から市街地循環バス「タウンスニーカー」東コース「日の出町」下

車、西に徒歩 1 分 ※駐車場台数に限りあり。

講 習 料  ２５，０００円（昼食事代、テキスト代込み）・（交通費等含まず）

集合時間  ２０２０年７月１１日（土曜日）８時５０分

講  師  (一社)日本型枠工事業協会関東ブロック講師 浜辺俊也氏

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年６月１９日（金曜日）（定員２３名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

  (注１)受講票添付用(写真は、３ヶ月以内のもの)。

サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝ 厳守、合計２枚送付の事。                                   

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

キャンセル 返金は７月１日まで受け付けます。７月２日から講習当日までの間のキャンセルには

返金できません。

問合せ先 日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年６月１９日(金)必着

定員２３名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４

        東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「会場案内図」、「講習カリキュラム」をお送りします。

募集を開始します。申込期間が短いのでお早目にお申込みください。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件
２０２０年７月１１日第１１７回更新講習（長野県松本市会場）

１．概 要

・登録型枠基幹技能者講習修了証（以下「修了証」と略）に記載された、有効期限の

１年前以降有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受講できます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できま

す。半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また

有効期限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講可能者

（１）長野県内企業所属者で、以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)（更新１回目）２０１５年７月１７～１９日 会場：名古屋国際会議場

   修了証の有効期限が２０２０年７月１８日の方

（登録番号の下５桁が０３５１７～０３５７３の方）

2)（更新１回目）２０１５年９月１０～１２日 会場：群馬県勤労福祉センター

   修了証の有効期限が２０２０年９月１１日の方

（登録番号の下５桁が０３７０２～０３７１７の方）

3)（更新１回目）２０１５年９月１９～２１日 会場：（山梨県）釜谷工務店

   修了証の有効期限が２０２０年９月２０日の方

（登録番号の下５桁が０３７１８～０３７３７の方）

4)（更新１回目）２０１６年５月６～８日 会場：（大阪府）和泉市ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

修了証の有効期限が２０２１年５月７日の方

      （登録番号の下５桁が０３９８８～０４０７２の方）

5)（更新１回目）２０１６年６月２４～２６日 会場：名古屋国際会議場

修了証の有効期限が２０２１年６月２５日の方

  （登録番号の下５桁が０４０７３～０４１４８の方）

（２）全国の他の地域で以下の講習を受講された方（以下の方は受講できます。）

修了証の有効期限が２０２０年７月１１日～２０２１年７月１０日の方

（更新１回目）登録番号の下５桁が０３３９３～０４２０９の方

（更新２回目）登録番号の下５桁が０１１６７～０１８０５の方

（３）修了証の有効期限終了後半年以内の方で資格を更新していない方

（更新希望者は必ず受講してください。）

   修了証の有効期限が２０２０年１月１３日～７月１１日までの方

1)（更新１回目）登録番号の下５桁が０３５１７～０４１４８の方

        ※（１）の方を含みます。

2)（更新２回目）登録番号の下５桁が０１４０５～０１７８８の方

※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。



登録型枠基幹技能者 第１１７回更新講習カリキュラム 松本市会場

（講習会場：松本市勤労福祉センター ２－２会議室）

実施日 ２０２０年７月１１日(土)  集 合 ８：５０

受 付 ９：００ 受付開始・受講票確認・テキスト配布

説 明 ９：１５ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

９：２０～ ９：５０

（３０分）

10 分休憩

９：５０～１０：５０

（６０分）

10 分休憩

１１：００～１２：００

（前半６０分）

   昼  食（３０分）

１２：３０～１４：１０

（後半１００分）

    10 分休憩

１４：２０～１５：１０

（６０分）

    10 分休憩

１５：２０～１５：５０

（３０分）

    20 分休憩

１６：１０～１６：４０

（３０分）

回収・連絡・終了 16:50

１６：５０～１７：２０

（再試験回収・終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定めら

れた安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～36

203～229

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ６時間００分   昼食代 ８００円】



２０２０年２月４日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１１８回更新講習（仙台市会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修了

証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しなけれ

ば資格を喪失いたします。

つきましては、下記の要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年７月１２日（日曜日）８：４５（集合）～１７：００

場  所  エスポールみやぎ（宮城県青年会館）１階多目的ホール

       （住所）〒983-0836 仙台市宮城野区幸町４－５－１

       （電話）０２２－２９３－４６３１

（ＨＰ）http://www.seinenkaikan.or.jp/

           http://www.seinenkaikan.or.jp/accmap.html

（交通）仙台市営バス 仙台駅西口 Loft 前 18 番「鶴ケ谷 7 丁目行」

⇨（約２５分）「保健環境センター青年会館前」下車徒歩１分

講 習 料  ２５，０００円（昼食事代、テキスト代込み）・（交通費等含まず）

集合時間  ２０２０年７月１２日（日曜日）８時４５分

講  師  (一社)日本型枠工事業協会東北ブロック講師 齋藤 明氏

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年６月１２日（金曜日）（定員６０名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

  (注１)受講票添付用(写真は、３ヶ月以内のもの)。

サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝ 厳守、合計２枚送付の事。                                   

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

問合せ先 日本型枠宮城支部  ℡：０２２－２６５－０８８７

日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年６月１２日(金)必着

定員６０名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４

        東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「会場案内図」、「講習カリキュラム」をお送りします。

nihonkatawaku1
テキストボックス
 募集中です。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件
２０２０年７月１２日第１１８回更新講習（仙台市会場）

１．概 要

・登録型枠基幹技能者講習修了証（以下「修了証」と略）に記載された、有効期限の

１年前以降有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受講できます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できま

す。半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また

有効期限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講可能者

（１）仙台市で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)（更新１回目）２０１５年８月２８～３０日 会場：エスポールみやぎ

   修了証の有効期限が２０２０年８月２９日の方

（登録番号の下５桁が０３６６９～０３７０１の方）

2)（更新２回目）２０１１年３月４～６日 会場：エスポールみやぎ

   修了証の有効期限が２０２１年３月５日の方

（登録番号の下５桁が０１６４６～０１６７０の方）

3)（更新２回目）２０１１年４月２９日～５月１日 会場：弘前総合学習センター

   修了証の有効期限が２０２１年４月３０日の方

（登録番号の下５桁が０１７５１～０１７６４の方）

（２）修了証の有効期限終了後半年以内の方で資格を更新していない方

（更新希望者は必ず受講してください。）

1)（更新２回目）２０１０年６月１８～２０日 会場：福島ものづくり支援センター

修了証の有効期限が２０２０年６月１９日の方

（登録番号の下５桁が０１３１９～０１３５５の方）

※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。

（３）全国の他の地域で以下の講習を受講された方（以下の方は受講できます。）

修了証の有効期限が２０２０年１月１３日～２０２１年７月１１日の方

（更新１回目）登録番号の下５桁が０３３９３～０４１４８の方

（更新２回目）登録番号の下５桁が０１０４０～０１７８８の方



登録型枠基幹技能者 第１１８回更新講習カリキュラム 仙台市会場

（講習会場：エスポールみやぎ１階多目的ホール）

実施日 ２０２０年７月１２日(日)  集 合 ８：４５

受 付 ８：４５ 受付開始・受講票確認・テキスト配布

説 明 ９：０５ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師 （登録型枠基幹技能者講習東北ブロック講師）齋藤 明氏

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

９：１５～ ９：４５

（３０分）

5 分休憩

９：５０～１０：５０

（６０分）

10 分休憩

１１：００～１２：００

（前半６０分）

   昼  食（３０分）

１２：３０～１４：５０

（後半１００分）

    10 分休憩

１４：２０～１５：３０

（７０分）

    10 分休憩

１５：４０～１６：１０

（３０分）

    20 分休憩

１６：３０～１７：００

（３０分）

回収・連絡・終了 17:10

１７：１０～１７：３０

（再試験回収・終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定めら

れた安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～36

203～229

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ６時間２０分   昼食代 ８００円】



２０２０年３月２３日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１１９回更新講習（大阪府和泉市会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修了

証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しなけれ

ば資格を喪失いたします。

つきましては、下記の要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年７月１９日（日曜日）８：４５（集合）～１７：００

場  所  和泉市コミュニティーセンター 大集会室

（住所）〒594-0071 大阪府和泉市府中町２－７－５  

       （電話）０７２５－４３－０５３２

       （地図）http://www.izumi-komisen.jp/toiawase.html

（交通）ＪＲ阪和線和泉府中駅 徒歩１０分 和泉市役所隣

       和泉市役所の駐車場利用になりますので、駐車場に限りがあります。

できるだけ、電車・バス等の交通機関のご利用をお願い致します。

       尚、この施設は８時４５分にならないと入場できません。

講 習 料  ２５，０００円（昼食事代、テキスト代込み）・（交通費等含まず）

集合時間  ２０２０年７月１９日（日曜日）８時４５分

講  師  （(一社)日本型枠工事業協会近畿ブロック講師）深阪好孝氏、清水聖生氏

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年６月１５日（月曜日）（定員６３名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

  (注１)受講票添付用(写真は、３ヶ月以内のもの)。

サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝ 厳守、合計２枚送付の事。                                   

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

問合せ先 日本型枠近畿支部 ℡：０７２５－４０－０２５０

日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年６月１５日(月)必着

定員６３名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４

        東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「会場案内図」、「講習カリキュラム」をお送りします。

募集中です。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件
２０２０年７月１９日第１１９回更新講習（大阪府和泉市会場）

１．概 要

・各位が所持する登録型枠基幹技能者講習修了証（以下「修了証」と略）に記載され

た、有効期限の１年前以降有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受

講できます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できま

す。半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また

有効期限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講可能者

（１）和泉市で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)（更新１回目）２０１５年８月７～９日 会場：和泉市コミュニティーセンター

   修了証の有効期限が２０２０年８月８日の方

（登録番号の下５桁が０３５７４～０３６４９の方）

2)（更新１回目）２０１５年１２月４～６日 会場：和泉市コミュニティーセンター

   修了証の有効期限が２０２０年１２月５日の方

（登録番号の下５桁が０３８３８～０３８６５の方）

3)（更新１回目）２０１６年５月６～８日 会場：和泉市コミュニティーセンター

   修了証の有効期限が２０２１年５月７日の方

（登録番号の下５桁が０３９８８～０４０７２の方）

  4)（更新２回目）２０１０年９月１０～１２日 会場：難波別院御堂会館

修了証の有効期限が２０２０年９月１１日の方

      （登録番号の下５桁が０１４６０～０１５１８の方）

5)（更新２回目）２０１１年２月１８～２０日 会場：テクスピア大阪

修了証の有効期限が２０２１年２月１９日の方

      （登録番号の下５桁が０１６００～０１６３４の方）

（２）全国の他の地域で以下の講習を受講された方（以下の方は受講できます。）

修了証の有効期限が２０２０年７月１９日～２０２１年７月１８日の方

（更新１回目の方）登録番号の下５桁が０３６５０～０４１４８の方

（更新２回目の方）登録番号の下５桁が０１４３８～０１７８８の方

（３）全国の修了証の有効期限終了後半年以内の方で資格を更新していない方

（更新希望者は必ず受講してください。）

修了証の有効期限が２０２０年１月２０日～２０２０年７月１８日の方

（更新１回目の方）登録番号の下５桁が０３３９３～０３５７３の方

（更新２回目の方）登録番号の下５桁が０１０４０～０１４３７の方

※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。



登録型枠基幹技能者 第１１９回更新講習カリキュラム 和泉市会場

（講習会場：和泉市コミュニティーセンター大集会室）

実施日 ２０２０年７月１９日(日)  集 合 ８：４５

受 付 ８：５０ 受付・受講票確認・テキスト配布

説 明 ９：１０ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師 （近畿支部）深阪好孝氏、清水聖生氏

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

０９：１５～０９：４５

（３０分）

    5 分休憩

０９：５０～１０：５０

（６０分）

10 分休憩

１１：００～１２：００

（前半６０分）

   昼  食（３０分）

１２：３０～１４：００

（後半９０分）

    10 分休憩

１４：１０～１５：００

（５０分）

    10 分休憩

１５：１０～１５：４０

（３０分）

    20 分休憩

１６：００～１６：３０

（３０分）

回収・連絡・終了 16:30

１６：４０～１７：００

（再試験回収・終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定めら

れた安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～21

203～229

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ５時間５０分   昼食代 ８００円】



２０２０年２月４日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１２０回更新講習（東京都会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修了

証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しなけれ

ば資格を喪失いたします。

つきましては、下記の要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年８月２３日（日曜日）８：４５（集合）～１７：００

場  所  東京学院ビル（貸会議室内海） ３階教室

       （住所）〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町３－６－１５東京学院ビル

       （電話）０３－３２６１－００１７

（交通）ＪＲ総部線「水道橋駅」西口下車 徒歩１分

    ※会場に駐車場はありません。

講 習 料  ２５，０００円（昼食事代、テキスト代込み）・（交通費等含まず）

集合時間  ２０２０年８月２３日（日曜日）８時４５分

講  師  (一社)日本型枠工事業協会講師

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年７月２２日（金曜日）（定員８０名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

  (注１)受講票添付用(写真は、３ヶ月以内のもの)。

サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝ 厳守、合計２枚送付の事。                                   

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

キャンセル お盆期間と重なるため、キャンセルによる返金は８月７日まで受け付けます。８月８日

から講習当日までの間のキャンセルには返金できません。

問合せ先 日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年７月２２日(金)必着

定員８０名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４

        東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「会場案内図」、「講習カリキュラム」をお送りします。

募集を終了しています。１０月４日開催の講習を受講してください。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件
２０２０年８月２３日第１２０回更新講習（東京都会場）

１．概 要

・登録型枠基幹技能者講習修了証（以下「修了証」と略）に記載された、有効期限の

１年前以降有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受講できます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できま

す。半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また

有効期限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講可能者

（１）首都圏で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)（更新１回目）２０１５年９月１０～１２日 会場：群馬県勤労福祉センター

   修了証の有効期限が２０２０年９月１１日の方

（登録番号の下５桁が０３７０２～０３７１７の方）

2)（更新１回目）２０１５年１１月２１～２３日 会場：中央工学校

   修了証の有効期限が２０２０年１１月２２日の方

（登録番号の下５桁が０３７８１～０３８３７の方）

3)（更新１回目）２０１６年３月１１～１３日 会場：中央工学校

   修了証の有効期限が２０２０年３月１２日の方

（登録番号の下５桁が０３９０２～０３９４９の方）

4)（更新２回目）２０１０年１０月９～１１日 会場：千葉市民会館

修了証の有効期限が２０２０年１０月１０日の方

      （登録番号の下５桁が０１５１９～０１５４７の方）

5)（更新２回目）２０１１年４月１～３日 会場：池袋桐杏学園

修了証の有効期限が２０２１年４月２日の方

  （登録番号の下５桁が０１６７１～０１７０６、０２１０９、０２１１０の方）

（２）修了証の有効期限終了後半年以内の方で資格を更新していない方

（更新希望者は必ず受講してください。）

1)（更新１回目）２０１５年５月８～１０日 会場：中央工学校

   修了証の有効期限が２０２０年５月９日の方

（登録番号の下５桁が０３４１４～０３４７２の方）

2)（更新２回目）２０１０年２月２６～２８日 会場：池袋桐杏学園

修了証の有効期限が２０２０年２月２７日の方

（登録番号の下５桁が０１０６４～０１１６６の方）

3)（更新２回目）２０１０年４月１６～１８日 会場：ニュー新橋ビル

修了証の有効期限が２０２０年４月１７日の方

      （登録番号の下５桁が０１２４１～０１２８０の方）



4)（更新２回目）２０１０年７月２～４日 会場：藤井建設(株)

修了証の有効期限が２０２０年７月３日の方

      （登録番号の下５桁が０１３５６～０１４０４の方）

※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。

（３）全国の他の地域で以下の講習を受講された方（以下の方は受講できます。）

修了証の有効期限が２０２０年２月２４日～２０２１年８月２２日の方

（更新１回目）登録番号の下５桁が０３３９３～０４２０９の方

（更新２回目）登録番号の下５桁が０１１６７～０１８０５の方



登録型枠基幹技能者 第１２０回更新講習カリキュラム 東京都会場

（講習会場：東京学院ビル（貸会議室内海）３階教室）

実施日 ２０２０年８月２３日(日)  集 合 ８：４５

受 付 ８：４５ 受付開始・受講票確認・テキスト配布

説 明 ９：００ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

９：１０～ ９：４０

（３０分）

10 分休憩

９：５０～１０：５０

（６０分）

10 分休憩

１１：００～１２：００

（前半６０分）

   昼  食（３０分）

１２：３０～１３：５０

（後半８０分）

    10 分休憩

１４：００～１５：００

（６０分）

    10 分休憩

１５：１０～１５：４０

（３０分）

    20 分休憩

１６：００～１６：３０

（３０分）

回収・連絡・終了 16:40

１６：４０～１７：００

（再試験回収・終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定めら

れた安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～36

203～229

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ５時間５０分   昼食代 ８００円】



２０２０年２月４日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１２１回更新講習（札幌市会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修

了証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しな

ければ資格を喪失いたします。

つきましては、下記要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年９月１３日(日)８：４０（集合）～１７：００

場  所  北海道立職業能力開発支援センター ２階第３研修室

（住所）〒003-0005 札幌市白石区東札幌５条１丁目１－２

（電話）０１１－８２５－２３８７

（ＨＰ）http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/contents/center/center.htm

http://www.h-syokunou.or.jp/access/index.html

（交通）地下鉄東西線 東札幌駅１番出口より徒歩１０分

講 習 料  ２５，０００円（昼食事代・テキスト代含み、交通費等含まない）

集合時間  ２０２０年９月１３日(日)８時４０分

講  師  (一社)日本型枠工事業協会北海道ブロック講師 女澤 智氏、菅村実喜雄氏

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年８月７日(金)（定員３５名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

(注)写真は３ヶ月以内のもの。サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝厳守、同一写真を２枚用意の事。

１枚は受講申込書に貼り、他の１枚はクリップで止めて提出（受講票貼付用）

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

問合せ先 日本型枠北海道支部 ℡：０１１－２６１－６２１９

日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年８月７日(金)必着

定員３５名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４ 東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「会場案内図」、「講習カリキュラム」をお送りします。

nihonkatawaku1
テキストボックス
 募集中です。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件

２０２０年９月１３日第１２１回更新講習（札幌市会場）

１．概 要

・各位が所持する登録型枠基幹技能者講習修了証に記載された、有効期限の１年前か

ら有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受講できます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できま

す。半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また

有効期限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講可能者

（１）札幌市で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)（更新２回目の方）２０１１年２月１１～１３日

会場：ＪＲ北海道社員研修センター

修了証の有効期限が２０２１年２月１２日の方

  （登録番号の下５桁が０１５７５～０１５９９,

０２１０８,０２４３９,０２４４０の方）

（２）修了証の有効期限終了後半年以内の方で資格を更新していない方

1)札幌市で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

（更新１回目の方）２０１５年３月２０～２２日

会場：北海道立職業能力開発支援センター

修了証の有効期限が２０２０年３月２１日の方

      （登録番号の下５桁が０３３９３～０３４１３の方）

※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。

（３）全国の他の地域で以下の講習を受講された方（以下の方は受講できます。）

修了証の有効期限が２０２０年３月２４日～２０２１年８月２２日の方

（更新１回目）登録番号の下５桁が０３４１４～０４２４２の方

（更新２回目）登録番号の下５桁が０１１８９～０１８２９の方



登録型枠基幹技能者 第１２１回更新講習カリキュラム 札幌市会場

（講習会場：北海道立職業能力開発支援センター２階第３研修室）

実施日 ２０２０年９月１３日(日)  集 合 ８：４０

受 付 ８：４５ 受付・受講票確認・テキスト配布

説 明 ９：００ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師 （登録型枠基幹技能者講習北海道ブロック講師）女澤 智氏、菅村実喜雄氏

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

０９：１０～０９：４０

（３０分）

10 分休憩

０９：５０～１０：５０

（６０分）

10 分休憩

１１：００～１２：００

（前半６０分）

   昼  食（３０分）

１２：３０～１４：１０

途中 10 分休憩

（後半９０分）

    10 分休憩

１４：２０～１５：３０

（７０分）

    10 分休憩

１５：４０～１６：１０

（３０分）

    20 分休憩

１６：３０～１７：００

（３０分）

回収・連絡・終了 17:10

１７：１０～１７：４０

（再試験回収・終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定められ

た安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～21

203～229

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ６時間２０分   昼食代 ８００円】



２０２０年６月４日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１２２回更新講習（広島市会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修了

証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しなけれ

ば資格を喪失いたします。

つきましては、下記の要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年９月２６日（土曜日）９：３０（集合）～１８：００

場  所  広島県立情報プラザ（広島県産業技術交流センター） 多目的ホール

       （住所）〒730-0052 広島市中区千田町３－７－４７

       （電話）０８２－２４０－７７００

（アクセス）https://www.hiwave.or.jp/purpose1/plaza/access/
講 習 料  ２５，０００円（昼食事代、テキスト代込み）・（交通費等含まず）

集合時間  ２０２０年９月２６日（土曜日）９時３０分

講  師  (一社)日本型枠工事業協会講師

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年８月２８日（金曜日）（定員７０名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

  (注１)受講票添付用(写真は、３ヶ月以内のもの)。

サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝ 厳守、合計２枚送付の事。                                   

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

キャンセル キャンセルによる返金は９月１６日まで受け付けます。９月１７日から講習当日まで

の間のキャンセルには返金できません。

問合せ先 日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年８月２８日(金)必着

定員７０名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４

        東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「会場案内図」、「講習カリキュラム」をお送りします。

募集を開始します。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件
２０２０年９月２６日第１２２回更新講習（広島市会場）

１．概 要

・登録型枠基幹技能者講習修了証（以下「修了証」と略）に記載された、有効期限の

１年前以降有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受講できます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できま

す。半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また

有効期限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講可能者

（１）広島市で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)（更新１回目）２０１５年１０月１６～１８日 会場：広島県情報プラザ

   修了証の有効期限が２０２０年１０月１７日の方

（登録番号の下５桁が０３７３８～０３７８０の方）

（２）全国の他の地域で以下の講習を受講された方（以下の方は受講できます。）

修了証の有効期限が２０２０年９月２６日～２０２１年９月２５日の方

（更新１回目）登録番号の下５桁が０３７３８～０４２４２の方

       ※上記（１）１）の方を含む。

（更新２回目）登録番号の下５桁が０１５１９～０１８２９の方

（３）修了証の有効期限終了後半年以内の方で資格を更新していない方

（更新希望者は必ず受講してください。）

   修了証の有効期限が２０２０年３月２７日～２０２０年９月２５日の方

1)（更新１回目）登録番号の下５桁が０３４１４～０３７３７の方

2)（更新２回目）登録番号の下５桁が０１２４１～０１５１８の方

※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。



登録型枠基幹技能者 第１２２回更新講習カリキュラム 広島市会場

（講習会場：広島県立情報プラザ 多目的ホール）

実施日 ２０２０年９月２６日(土)  集 合 ９：３０

受 付 ９：３０ 受付開始・受講票確認・テキスト配布

説 明 ９：４５ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

１０：００～１０：３０

（３０分）

10 分休憩

１０：４０～１２：００

（８０分）

昼  食（３０分）

１２：３０～１３：３０

（６０分）

10 分休憩

１３：４０～１５：００

（８０分）

    10 分休憩

１５：１０～１６：１０

（６０分）

    10 分休憩

１６：２０～１６：５０

（３０分）

    20 分休憩

１７：１０～１７：４０

（３０分）

回収・連絡・終了 17:40

１７：４０～１８：００

（再試験回収採点終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定めら

れた安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～36

203～229

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ６時間１０分   昼食代 ８００円】



２０２０年２月４日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１２３回更新講習（東京都会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修了

証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しなけれ

ば資格を喪失いたします。

つきましては、下記の要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年１０月４日（日曜日）８：４５（集合）～１７：００

場  所  東京学院ビル（貸会議室内海） ２階教室

       （住所）〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町３－６－１５東京学院ビル

       （電話）０３－３２６１－００１７

（交通）ＪＲ総部線「水道橋駅」西口下車 徒歩１分

    ※会場に駐車場はありません。

講 習 料  ２５，０００円（昼食事代、テキスト代込み）・（交通費等含まず）

集合時間  ２０２０年１０月４日（日曜日）８時４５分

講  師  (一社)日本型枠工事業協会講師 浜辺俊也氏

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年９月４日（金曜日）（定員５０名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

  (注１)受講票添付用(写真は、３ヶ月以内のもの)。

サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝ 厳守、合計２枚送付の事。                                   

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

問合せ先 日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年９月４日(金)必着

定員５０名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４

        東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「会場案内図」、「講習カリキュラム」をお送りします。

募集中です。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件
２０２０年１０月４日第１２３回更新講習（東京都会場）

１．概 要

・登録型枠基幹技能者講習修了証（以下「修了証」と略）に記載された、有効期限の

１年前以降有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受講できます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できま

す。半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また

有効期限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講可能者

（１）首都圏で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)（更新１回目）２０１５年１１月２１～２３日 会場：中央工学校

   修了証の有効期限が２０２０年１１月２２日の方

（登録番号の下５桁が０３７８１～０３８３７の方）

2)（更新１回目）２０１６年３月１１～１３日 会場：中央工学校

   修了証の有効期限が２０２０年３月１２日の方

（登録番号の下５桁が０３９０２～０３９４９の方）

3)（更新１回目）２０１６年９月２３～２５日

会場：オリンピック記念青少年センター/岡部(株)

   修了証の有効期限が２０２１年９月２４日の方

（登録番号の下５桁が０４２１０～０４２４２の方）

4)（更新２回目）２０１０年１０月９～１１日 会場：千葉市民会館

修了証の有効期限が２０２０年１０月１０日の方

      （登録番号の下５桁が０１５１９～０１５４７の方）

5)（更新２回目）２０１１年４月１～３日 会場：池袋桐杏学園

修了証の有効期限が２０２１年４月２日の方

  （登録番号の下５桁が０１６７１～０１７０６、０２１０９、０２１１０の方）

（２）修了証の有効期限終了後半年以内の方で資格を更新していない方

（更新希望者は必ず受講してください。）

1)（更新１回目）２０１５年５月８～１０日 会場：中央工学校

   修了証の有効期限が２０２０年５月９日の方

（登録番号の下５桁が０３４１４～０３４７２の方）

2)（更新１回目）２０１５年９月１０～１２日 会場：群馬県勤労福祉センター

   修了証の有効期限が２０２０年９月１１日の方

（登録番号の下５桁が０３７０２～０３７１７の方）

3)（更新２回目）２０１０年４月１６～１８日 会場：ニュー新橋ビル

修了証の有効期限が２０２０年４月１７日の方

      （登録番号の下５桁が０１２４１～０１２８０の方）



4)（更新２回目）２０１０年７月２～４日 会場：藤井建設(株)

修了証の有効期限が２０２０年７月３日の方

      （登録番号の下５桁が０１３５６～０１４０４の方）

※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。

（３）全国の他の地域で以下の講習を受講された方（以下の方は受講できます。）

修了証の有効期限が２０２０年４月５日～２０２１年１０月３日の方

（更新１回目）登録番号の下５桁が０３４７３～０４２０９の方

（更新２回目）登録番号の下５桁が０１２８１～０１８４４の方



登録型枠基幹技能者 第１２３回更新講習カリキュラム 東京都会場

（講習会場：東京学院ビル（貸会議室内海）２階教室）

実施日 ２０２０年１０月４日(日)  集 合 ８：４５

受 付 ８：４５ 受付開始・受講票確認・テキスト配布

説 明 ９：００ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

９：１０～ ９：４０

（３０分）

10 分休憩

９：５０～１０：５０

（６０分）

10 分休憩

１１：００～１２：００

（前半６０分）

   昼  食（３０分）

１２：３０～１３：５０

（後半８０分）

    10 分休憩

１４：００～１５：００

（６０分）

    10 分休憩

１５：１０～１５：４０

（３０分）

    20 分休憩

１６：００～１６：３０

（３０分）

回収・連絡・終了 16:40

１６：４０～１７：００

（再試験回収・終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定めら

れた安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～36

203～229

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ５時間５０分   昼食代 ８００円】



２０２０年２月４日

（一般用）

登 録 型 枠 基 幹 技 能 者 各 位

一般社団法人日本型枠工事業協会

登録型枠基幹技能者 第１２４回更新講習（名古屋市会場）のお知らせ

前略 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、各位が登録型枠基幹技能者講習に合格されて４年又は９年が経過し、各位の所持する講習修

了証に記載されている有効期限が到来いたします。登録基幹技能者は、５年毎に更新講習を受講しな

ければ資格を喪失いたします。

つきましては、下記要領にて、講習の参加を募集します。ぜひ資格の更新をお願いいたします。

記

日  時  ２０２０年１０月１０日(土)８：００（集合）～１７：００

場  所  名古屋国際会議場１号館３階１４１・１４２会議室

       （住所）〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１－１

       （電話）０５２－６８３－７７１１

       （ＨＰ）http://www.nagoya-congress-center.jp/

           http://www.nagoya-congress-center.jp/access/

（交通）地下鉄名城線 西高蔵駅徒歩５分

講 習 料  ２５，０００円（昼食事代・テキスト代含み、交通費等含まない）

集合時間  ２０２０年１０月１０日(土)８時００分

講  師  (一社)日本型枠工事業協会東海ブロック講師 澤村浩司氏、小川茂之氏、加古真也氏

受講条件  （別紙）をよく確認してください。

不明な点は日本型枠本部事務局に問い合わせてください。

申込締切  ２０２０年９月１１日(金)（定員６５名になり次第締め切り）

提出書類

１．「登録型枠基幹技能者 更新講習受講申込書」･･･････････Ａ４用紙

２．「実務経験証明書（更新講習用）」（様式１）･････････････Ａ４用紙

３．顔写真２枚

(注)写真は３ヶ月以内のもの。サイズ 3.0 ㎝×2.4 ㎝厳守、同一写真を２枚用意の事。

１枚は受講申込書に貼り、他の１枚はクリップで止めて提出（受講票貼付用）

４．「登録型枠基幹技能者講習修了証」（表面）の写し････････Ａ４用紙に貼り付け

※申込に必要な用紙は以下の日本型枠ＨＰの「資料ダウンロード」から入手できます。

日本型枠ホームページアドレス http://www.nikkendaikyou.or.jp/

問合せ先 日本型枠東海支部 ℡：０５２－９６１－３０３６

日本型枠本部事務局 ℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２０年９月１１日(金)必着

定員６５名になり次第締め切り。申込書類の先着順です。書類に、必要な添付書類を添えて下記住

所宛て、お早目に提出してください。実務経験証明書は記入例をよく見て作成して下さい。

【書類郵送先】〒１０５－０００４ 東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階

        (一社)日本型枠工事業協会 事務局

        ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８

《今後の予定》提出書類を審査の後、「更新講習 受講資格審査結果のお知らせ」を送付し、講習料

入金確認後に「受講票」、「会場案内図」、「講習カリキュラム」をお送りします。

募集中です。



（別紙）

登録型枠基幹技能者 更新講習の受講条件

２０２０年１０月１０日第１２４回更新講習（名古屋市会場）

１．概 要

・各位が所持する登録型枠基幹技能者講習修了証（以下「修了証」と略）に記載され

た、有効期限の１年前から有効期限までに開催される全国の更新講習実施会場で受

講できます。

・有効期限が経過してから半年以内までであれば全国の会場で更新講習を受講できま

す。半年を過ぎると改めて登録(初回)講習を受講し直さなければなりません。また

有効期限を過ぎた修了証は、新しい修了証が発行されるまで無効となります。

２．受講可能者

（１）名古屋市で開催された以下の講習の合格者で未更新の方は受講して下さい。

1)（更新１回目）２０１６年６月２４～２６日 会場：名古屋国際会議場

   修了証の有効期限が２０２１年６月２５日の方

（登録番号の下５桁が０４０７３～０４１４８の方）

  2)（更新２回目）２０１１年２月２５～２７日

会場：岐阜建設労働者研修福祉センター

修了証の有効期限が２０２１年２月２６日の方

      （登録番号の下５桁が０１６３５～０１６４５の方）

  3)（更新２回目）２０１１年９月２～４日 会場：愛知県産業労働センター

修了証の有効期限が２０２１年９月３日の方

      （登録番号の下５桁が０１８０６～０１８２９の方）

（２）修了証の有効期限終了後半年以内の方で資格を更新していない方

（更新希望者は必ず受講してください。）

1)（更新１回目）２０１５年７月１７～１９日 会場：名古屋国際会議場

   修了証の有効期限が２０２０年７月１８日の方

（登録番号の下５桁が０３５１７～０３５７３の方）

2)（更新２回目）２０１０年９月３～５日 会場：愛知県産業労働センター

   修了証の有効期限が２０２０年９月４日の方

（登録番号の下５桁が０１４３８～０１４５９の方）

（２）全国の他の地域で以下の講習を受講された方（以下の方は受講できます。）

修了証の有効期限が２０２０年４月１１日～２０２１年１０月９日の方

（更新１回目）登録番号の下５桁が０３４１４～０４２４２の方

（更新２回目）登録番号の下５桁が０１２４１～０１８７３の方

※修了証の有効期限終了後半年までの間は更新講習を受講できます。



登録型枠基幹技能者 第１２４回更新講習カリキュラム 名古屋市会場

（講習会場：名古屋国際会議場１号館３階１４１・１４２会議室）

実施日 ２０１９年１０月１０日(土)  集 合 ８：００

受 付 ８：００ 受付・受講票確認・テキスト配布

説 明 ８：２０ 支部挨拶・オリエンテーション 支部役員、支部担当者

講 師 （登録型枠基幹技能者講習東海ブロック講師）澤村浩司氏、小川茂之氏、加古真也氏

時間割 テキスト 科 目 ・ 範 囲 ページ

８：３０～ ９：１０

（４０分）

10 分休憩

９：２０～１０：２０

（６０分）

10 分休憩

１０：３０～１２：００

（前半９０分）

   昼  食（３０分）

１２：３０～１３：３０

（後半６０分）

    10 分休憩

１３：４０～１４：５０

（７０分）

    10 分休憩

１５：００～１５：３０

（３０分）

    20 分休憩

１５：５０～１６：２０

（３０分）

回収・連絡・終了 16:30

１６：３０～１７：００

（再試験回収・終了）

プリント

共通４版

共通４版

共通４版

共通４版

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

施工必携

共通４版

「建設業の現状」

第 1 章 登録基幹技能者制度の意義と役割

関連法規 ２建設業法遵守ガイドライン

第６章 安全管理 6-5～6-6 法で定められ

た安全管理・作業員遵守義務

第５章 品質管理

第２章 施工計画１節～６節

第３章 型枠の図面６節型枠組立図

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第６章 型枠施工法７節型枠にかかる力

第 10 章 仕様及び積算

第 11 章 11 節 型枠工事業務・作業工程

第４章 原価管理

更新試験（全１０問）

採点（解答用紙を返却）

補講（講師：問題の解答の解説）

全員の受講票・問題用紙・解答用紙回収

修了証送付等連絡・終了挨拶（事務局）

不合格者の再試験（必要に応じて再々試験）

受講票・問題用紙・解答用紙回収

1～21

203～229

164～184

105～119

23～37

101～104

196～212

196～212

261～267

288～298

83～104

テキスト欄の 「共通４版」：登録基幹技能者講習共通テキスト（(一財)建設業振興基金編集・発行）

「施工必携」：型枠施工必携（(一社)日本型枠工事業協会編集・発行）

【助成金申請 講習・試験時間 ６時間３０分   昼食代 ８００円】


