２０２２年

登録型枠基幹技能者登録 初回講習の開催について
（２０２２年６月２４日現在）

２０２２年の「登録型枠基幹技能者登録 初回講習会」
（開催決定済み分）を下記の通り
ご案内申し上げます。開催案内は決定次第順次、ホームページに掲載します。
この講習会は、建設業法施行規則(第１８条３の２の規定に基づき、国土交通省の登録団
体である、(一社)日本型枠工事業協会が実施する講習会です。受講資格審査に合格した方は
全国どの会場においても受講することが出来ます。
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方はどなたでも受講できます。また全国どの会場でも受講で
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。所属会社が日本型枠会員会社であるなしに係わりません。
（１）実務経験；建設現場において型枠工事の施工実務経験が１０年以上あること。
実務経験証明書に１０年以上の実務経験（工事名）を記入していただきます。
（２）職長経験；型枠工事の職長経験３年以上の経歴を有すること。
以下のいずれの教育を修了し、建設現場において３年以上型枠工事の職長経験を有す
ること。（職長教育修了証の修了日が受講日の３年以上前であること。
）
実務経験証明書に３年以上の職長経験（工事名）を記入していただきます。
① 労働安全衛生法 60 条、同施工令 19 条、労働安全衛生規則に基づく職長教育
② 基発 179 号｢建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について｣
（平成 12 年 3 月 28 日）に基づき実施される職長・安全衛生責任者教育
※「職長教育修了証」または「職長・安全衛生責任者教育修了証」の写しを提出
※当初の職長教育ではない「職長再教育」「職長能力向上教育」
「上級職長教育」
等は不可
（３）資格基準；次の５種類の資格の内、いずれかの資格を有すること。
・１級型枠施工技能士 ・１級又は２級建築施工管理技士
・１級又は２級土木施工管理技士
※５種類の資格の内いずれかの資格証の写しを提出

２．講習会費
３．払

５０，０００円（消費税込み）

込

銀行振込み。応募書類提出後、書類選考（受講資格審査）の結果を「資格審査票」
にて連絡します。講習料は受講資格者と認定された者のみお支払いください。
（※
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
（講習日当日のキャンセルを含む）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
ができるものとします。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。
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③

５．申込方法

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。
受講申込書はこのホームページの「資料ダウンロード」から入手して下さい。
http://www.nikkendaikyou.or.jp/material/
または (一社)日本型枠工事業協会本部（以下の連絡先）もしくは日本型枠の講習
開催支部に申込書を請求してください。
申込期限を過ぎた場合でも教室の定員に達していない場合があり、受講できる場
合があります。事務局までお問い合わせください。

６．受講申込書類一式の送付先・問合せ先
(一社)日本型枠工事業協会本部（以下の連絡先）に受講申込書、実務経験証明書、
個人情報公開の同意書、写真２枚（サイズ 3cm×2.4cm）、職長教育修了証写し、
資格合格書類写しの申込書類一式を送付してください。
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 ＦＡＸ０３－６４３５－６２６８

Ⅱ

初回講習開催日程

（１）２０２２年 現在開催が決定している講習は以下の通りです。
176 回

６月１２日(日)、２５日(土)、２６日(日)) 京都市会場 (株)萩原工務店

177 回

７月１６日(土)～１８日(月) 名古屋市会場 名古屋国際会議場

178 回

８月 ５日(金)～

７日(日) 東京都会場 貸会議室内海（東京学院）

NEW 179 回

９月 ９日(金)～１１日(日) 熊本県会場 グランメッセ熊本

NEW 180 回

９月１６日(金)～１８日(日) 福島県郡山市会場 郡山市労働福祉会館

NEW 181 回 １０月１５日(土)～１７日(月) 横浜市会場 神奈川県建設会館
NEW 182 回 １１月 ４日(金)～ ６日(日) 東京都会場 貸会議室内海（東京学院）
NEW 183 回 １１月１１日(金)～１３日(日) 栃木県宇都宮市会場 栃木県青年会館コンセーレ
（２）各講習の詳細
以下のⅢ、Ⅳの後に各講習の詳細、受講できる方を掲載しています。

Ⅲ

個人情報の取扱いについて

（１）法令等の遵守
(一社)日本型枠工事業協会は、登録型枠基幹技能者の個人情報を取り扱うに当り、個人情報保護
に関する法令を遵守します。
（２）利用目的
利用目的は次のとおりです。
① 登録型枠基幹技能者講習申込の資格審査及び個人認証のため
② 登録型枠基幹技能者に対し、型枠工事等に関連した情報を提供するため
③ 登録型枠基幹技能者の資格証等の再発行、更新講習のため
④ 登録基幹技能者データベース（以下、
「本データベース」）の作成・管理のため
⑤ 資格制度の推進を図ることを目的とした、各種アンケート調査のため
⑥ 登録型枠基幹技能者の情報について、本データベースへの登録及び公表のため
⑦ 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計資料を作
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成するため
（３）適正な個人情報の取得
個人情報を、偽りその他不正の手段で取得することはありません。
（４）第三者への提供
次の場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
① 登録型枠基幹技能者より、あらかじめ同意を得ている第三者に提供する場合
② 法令に基づく場合
③ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合にあって、登録型枠基幹技能者の
同意を得ることが困難であるとき
④ 公衆衛生の向上または児童及び青少年の健全な育成推進のため特に必要がある場合であっ
て、登録型枠基幹技能者の同意を得ることが困難であるとき
⑤ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令で定める事務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合であって、登録型枠基幹技能者の同意を得ることによ
り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
（５）安全管理
① 個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じ
ます。
② 個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報の安全管理が図れるように指導、適切な措置を
講じます。
③ 個人情報の取り扱いについて全部または一部を委託する場合は、その取扱を委託された個人
情報管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行います。
④ 個人情報の取扱の苦情については、適切かつ迅速な対応をいたします。

Ⅳ

登録基幹技能者データベースへの個人情報の登録・公開について
登録基幹技能者講習の試験に合格し、登録基幹技能者になられた者、いわゆる登録基幹技能者の
有資格者については、一般財団法人建設業振興金（以下「本基金」という。
）が管理・運営する本デ
ータベースにご自身の情報が登録され、本データベース内で情報管理を行っています。
また本金では発注者（公共機関等）や総合建設業者等に対する登録基幹技能者の PR 及び活用促
進を目的に、本データベースに以下の情報を公開できるようにしています。
（WEB 公開）

（１）公開する情報
①氏名（カナ氏名を含む）
・②生年月日・③所属会社・④所属会社の地域（都道府県）
・
⑤修了証番号・⑥修了年月日及び⑦更新回数
（２）本データベースにおける情報公開の同意・不同意について
本データベースで自身の情報を公開することについてご同意をいただける場合には、登録型枠基
幹技能者講習の受講申込書と共に提出していただく同意書の中で「同意する」を選択いただき、
署名（自署）をお願いいたします。
ご同意いただけない場合は、本データベースでは情報の登録・管理のみを行い、情報の公開はい
たしませんので、同意書の中で「同意しない」を選択いただき、署名（自署）をお願いいたします。
同意する、しないの選択は試験の合否に関係ありません。

3

２０２２年４月６日
（一般用）
受

講 希 望 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 登録(初回)講習（京都市会場）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。
本講習は当協会が、平成 20 年 9 月 30 日付で国土交通省から、登録型枠基幹技能者講習を行う認定
団体(建設業法施行規則第 18 条の 3 の 6)として登録(登録番号１４)を受けて実施するものです。
つきましては、下記の要領にて、認定講習を実施致しますので、参加募集を行います
記
日
場

時
所

２０２２年６月１２日(日曜日)、６月２５日(土曜日)、６月２６日(日曜日)の３日間
㈱萩原工務店 会議室
（住所）〒612-8486 京都市伏見区羽束東師古川町１１番地
（電話）０７５－９２４－１１５１
（駐車）講習期間中は会社が稼働しているため駐車できません。パーキングを利用く
ださい。但しパーキングは近くにないため、あらかじめ調べてください。
５０，０００円（昼食事代、テキスト代込み）・（交通費等含まず）
２０２２年６月１２日（日曜日）８時３０分
(一社)日本型枠工事業協会京都支部講師
２０２２年５月１３日（金曜日）
（定員３５名になり次第締め切り）

講 習 料
集合時間
講
師
申込締切
関係書類
１．
「登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習受講申込書」････････････Ａ４用紙
２．
「実務経験証明書（初回講習用）
」
（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．職長教育（労働安全衛生法に基づく特別教育であるもの）修了証の写し
５．資格基準に定める資格者証の写し
※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 日本型枠京都支部 ℡：０７５－９５０－３０５９（㈲萩原工務店内）
日本型枠本部
℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２２年５月１３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
㈳日本型枠工事業協会 研修事務局
ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８
《今後の予定》提出書類審査のうえ、
「登録(初回)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。

第 １ 日
集
合
開 講 式
講習説明
講 師
第 1 日
講
習
午前・午後
京都支部講師

第 ２ 日
講
習
午前
午後
京都支部講師

第 ３ 日
講
習
午前
午後
京都支部講師
試験実施
支部事務局

登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習カリキュラム 京都市会場
（講習会場：㈱萩原工務店 会議室）
２０２２年６月１２日(日)
８：３０ 集合・受付開始、受講票確認、テキスト配布
８：４５ 支部挨拶
８：５０ 支部担当者オリエンテーション
日
時
テキスト
科
目 ・ 範
囲
プリント 「建設業の現状」
９：００～ ９：４０
共通４版 第１章 登録基幹技能者の意義・役割 p1-33
９：４０～１０：００
10 分休憩
１０：１０～１２：００
共通４版 関連法規１建設業法のポイント p196-202
関連法規２建設業法令遵守ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ p203-231
昼
食
１２：４５～１３：４５
共通４版 第６章安全管理 6-5～6-6 法で定められた安全
10 分休憩
管理･作業員の遵守義務 p164-184
１３：５５～１４：３０
日本型枠 第３章 現場調査と型枠施工計画 p63-72
10 分休憩
１４：４０～１６：３０
日本型枠 第４章 各種型枠施工法 p73-116
10 分休憩
１６：４０～１７：００
日本型枠 第５章 施工範囲と積算見積り p117-120

２０２２年６月２５日（土）
８：３０～ ９：４０
10 分休憩
９：５０～１０：３０
10 分休憩
１０：４０～１２：００
昼
食
１２：４５～１３：４０
10 分休憩
１３：５０～１４：５０
10 分休憩
１５：００～１５：４０
10 分休憩
１５：５０～１７：００

日本型枠

第６章 資材計画・管理 p121-130

日本型枠

第７章 労務計画・管理 p131-135

共通４版

第５章 品質管理 p105-119

日本型枠

第８章 品質管理 1,2 p136-151

共通４版

第４章 原価管理 p83-104

日本型枠

第 10 章 工程管理 p171-184

共通４版

第６章 安全管理 p121-163，p185-192

日本型枠
共通４版

第 12 章 環境管理 p221-240
第２章 2-3-9 環境保全計画 p53-54

日本型枠
共通４版

第１章 7,8 部下の技能者の管理指導 p19-25
第１章 1-9 レベルに応じた技能者の指導
・教育、労務管理 p28-36
第８章 3 問題発見と問題解決 p151-158

２０２２年６月２６日（日）
８：３０～１０：００
10 分休憩
１０：１０～１１：１０

10 分休憩
１１：２０～１２：００
日本型枠
昼
食
習
共通４版 復
１２：３０～１４：５０
日本型枠
１0 分休憩
試
験
１５：００～１６：３０
注１．講師は都合により変更になる場合があります。
注２．助成金申請講習時間 ６月１２日(日)６時間３５分 ２５日(土)６時間５５分 ２６日(日)７時間００分
昼食代金 ８００円/１日
注３．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、「日本型枠」：日本型枠認定テキスト

２０２２年４月６日
（一般用）
受

講 希 望 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 登録(初回)講習会（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。
本講習は当協会が、平成 20 年 9 月 30 日付で国土交通省から、登録型枠基幹技能者講習を行う認定団
体(建設業法施行規則第 18 条の 3 の 6)として登録(登録番号１４)を受けて実施するものです。
つきましては、下記の要領にて、認定講習を実施致しますので、参加募集を行います
記
日
場

時
所

２０２２年７月１６日(土曜日) ～ ７月１８日(月曜日)
名古屋国際会議場２号館２階２２３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
５０，０００円（昼食事代・テキスト代を含み、交通費・宿泊費等含まない）
集合時間
２０２２年７月１６日（土曜日）８時３０分
講
師
(一社)日本型枠工事業協会東海ブロック講師 澤村浩二氏・小川茂之氏・加古真也氏
申込締切
２０２２年６月１０日（金曜日）
（定員４８名になり次第締め切り）
関係書類
１．
「登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習受講申込書」････････････Ａ４用紙
２．
「実務経験証明書（初回講習用）
」
（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．職長教育（労働安全衛生法第 60 条に基づく特別教育であるもの）修了証の写し
５．資格基準に定める資格者証の写し
※申込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
℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２２年６月１０日(金)必着
定員４８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 研修事務局
ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８
《今後の予定》提出書類審査のうえ、
「登録(初回)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。

第 １ 日
集
合
開 講 式
講習説明
講 師
第 1 日
講
習
午前・午後
(東海支部)
小川茂之
澤村浩司
加古真也

第 ２ 日
講
習
午前・午後
(東海支部)
小川茂之
澤村浩司
加古真也

第 ３ 日
講
習
午前・午後
(東海支部)
小川茂之
澤村浩司
加古真也

登録型枠基幹技能者 登録(初回)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２号館２階 223 会議室）
２０２２年７月１６日(土)
８：３０ 集合、受付（受講票確認・テキスト配布）
８：４５ 支部あいさつ
８：５０ オリエンテーション
日
時
テキスト
科
目 ・ 範
囲
９：００～ ９：５０ プリント 「建設業の現状」
９：５０～１０：２０ 共通４版 第１章 登録基幹技能者の意義・役割 p1-27
10 分休憩
１０：３０～１２：００ 共通４版 関連法規１建設業法のポイント p196-202
関連法規２建設業法令遵守ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ p203-231
昼
食
１２：４５～１３：４５ 共通４版 第６章安全管理 6-5～6-6 法で定められた安全
管理･作業員の遵守義務 p164-184
10 分休憩
１３：５５～１４：３０ 日本型枠 第３章 現場調査と型枠施工計画 p63-72
10 分休憩
１４：４０～１６：３０ 日本型枠 第４章 各種型枠施工法 p73-116
10 分休憩
１６：４０～１７：００ 日本型枠 第５章 施工範囲と積算見積り p117-120

２０２２年７月１７日(日)
９：００～０９：４０
10 分休憩
９：５０～１０：３０
10 分休憩
１０：４０～１２：００
昼
食
１２：４５～１３：４０
10 分休憩
１３：５０～１４：５０
10 分休憩
１５：００～１５：４０
10 分休憩
１５：５０～１７：００

日本型枠

第６章 資材計画・管理 p121-130

日本型枠

第７章 労務計画・管理 p131-135

共通４版

第５章 品質管理 p105-119

日本型枠

第８章 品質管理 1,2 p136-151

共通４版

第４章 原価管理 p83-104

日本型枠

第 10 章 工程管理 p171-184

共通４版

第６章 安全管理 p121-163，p185-192

日本型枠
共通４版

第 12 章 環境管理 p221-240
第２章 2-3-9 環境保全計画 p53-54

日本型枠
共通４版

第１章 7,8 部下の技能者の管理指導 p19-25
第１章 1-9 レベルに応じた技能者の指導
・教育、労務管理 p28-36
第８章 3 問題発見と問題解決 p151-158

２０２２年７月１８日(月)
９：００～１０：１０
10 分休憩
１０：２０～１１：２０

10 分休憩
１１：３０～１２：００ 日本型枠
昼
食
習
試験実施
１２：３０～１４：５０ 共通４版 復
支部事務局
日本型枠
１0 分休憩
試
験
１５：００～１６：３０
注１．講師は都合により変更になる場合があります。
注２．助成金申請講習時間 ７月１６日(土)６時間３５分 １７日(日)６時間２５分 １８日(月)６時間３０分
昼食代金 ８００円/１日
注３．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、「日本型枠」：日本型枠認定テキスト

２０２２年４月６日
（一般用）
受

講

希

望

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 登録(初回)講習会（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。
本講習は当協会が、平成 20 年 9 月 30 日付で国土交通省から、登録型枠基幹技能者講習を行う認定
団体(建設業法施行規則第 18 条の 3 の 6)として登録(登録番号１４)を受けて実施するものです。
つきましては、下記の要領にて、認定講習を実施致しますので、参加募集を行います
記
日
場

時
所

２０２２年８月５日(金曜日) ～ ８月７日(日曜日)
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
（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。
（ＨＰ）https://www.kaigishitsu.co.jp/
５０，０００円（昼食事代、テキスト代込み、宿泊交通費費等含まず）
２０２２年８月５日（金曜日）８時４５分
(一社)日本型枠工事業協会講師 三野輪賢二氏、椚 謙一氏
２０２２年７月８日（金曜日）（定員３５名になり次第締め切り）

講 習 料
集合時間
講
師
申込締切
関係書類
１．
「登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習受講申込書」････････････Ａ４用紙
２．
「実務経験証明書（初回講習用）」（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．職長教育（労働安全衛生法第 60 条に基づく特別教育であるもの）修了証の写し
(注) 当初の職長教育でない「職長再教育」
「職長能力向上教育」
「上級職長教育」等は不可
５．資格基準に定める資格者証の写し
※申込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
℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２２年７月８日(金)必着
定員３５名になり次第締め切り。新型コロナ対策のため人数を抑えています。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 研修事務局
ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８
《今後の予定》提出書類審査のうえ、
「登録(初回)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。

登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習カリキュラム 東京都会場
（講習会場：貸会議室内海 東京学院ビル３階教室）
２０２２年８月５日(金)
８：４５ 集合
８：４５ 受付開始（受講票確認・テキスト配布）
９：００ 支部挨拶、支部担当者オリエンテーション
日
時
テキスト
科
目 ・ 範
囲
プリント 「建設業の現状」
９：１５～ ９：５０
共通４版 第１章 登録基幹技能者の意義・役割 p1-33
９：５０～１０：２０
10 分休憩
午前・午後 １０：３０～１２：００
共通４版 関連法規１建設業法のポイント p196-202
関連法規２建設業法令遵守ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ p203-231
(講師)
昼
食
椚 謙一
１２：４５～１３：４５
共通４版 第６章安全管理 6-5～6-6 法で定められた安全
管理･作業員の遵守義務 p164-184
10 分休憩
１３：５５～１４：３０
日本型枠 第３章 現場調査と型枠施工計画 p63-72
10 分休憩
１４：４０～１６：３０
日本型枠 第４章 各種型枠施工法 p73-116
10 分休憩
１６：４０～１７：００
日本型枠 第５章 施工範囲と積算見積り p117-120
２０２２年８月６日(土)
第２日
日本型枠 第６章 資材計画・管理 p121-130
８：４０～ ９：２０
講
習
10 分休憩
日本型枠 第７章 労務計画・管理 p131-135
９：３０～１０：１０
午前・午後
10 分休憩
(講師)
共通４版 第５章 品質管理 p105-119
三野輪賢二 １０：２０～１２：００
第８章 品質管理 1,2 p136-151
昼
食
１２：４５～１３：３０
日本型枠 第８章 品質管理 1,2 p136-151
10 分休憩
１３：４０～１４：５０
共通４版 第４章 原価管理 p83-104
10 分休憩
１５：００～１５：４０
日本型枠 第 10 章 工程管理 p171-184
10 分休憩
１５：５０～１７：００
共通４版 第６章 安全管理 p121-163，p185-192
２０２２年８月７日(日)
第３日
８：４０～１０：１０
日本型枠 第 12 章 環境管理 p221-240
講
習
共通４版 第２章 2-3-9 環境保全計画 p53-54
10 分休憩
午前・午後
１０：２０～１１：２０
日本型枠 第１章 7,8 部下の技能者の管理指導 p19-25
(講師)
共通４版 第１章 1-9 レベルに応じた技能者の指導
三野輪賢二
10 分休憩
・教育、労務管理 P28-36
試験実施
１１：３０～１２：００
日本型枠 第８章 3 問題発見と問題解決 p151-158
支部事務局
昼
食
習
共通４版 復
１２：３０～１４：５０
日本型枠
１0 分休憩
試
験
１５：００～１６：３０
注１．講師は都合により変更になる場合があります。
注２．助成金申請講習時間 ８月５日(金)６時間２０分 ６日(土)６時間４５分 ７日(日)６時間５０分
昼食代金 ８００円/１日
注３．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、「日本型枠」：日本型枠認定テキスト
第１日
集
合
開講式
講習説明
講 師
第1日
講
習

２０２２年６月８日
（一般用）
受

講

希

望

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 登録(初回)講習会（熊本県会場）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。
本講習は当協会が、平成 20 年 9 月 30 日付で国土交通省から、登録型枠基幹技能者講習を行う認定
団体(建設業法施行規則第 18 条の 3 の 6)として登録(登録番号１４)を受けて実施するものです。
つきましては、下記の要領にて、認定講習を実施致しますので、参加募集を行います
記
日
場

時
所

２０２２年９月９日(金曜日) ～ ９月１１日(日曜日)
グランメッセ熊本 ２階大会議室・中会議室
（住所）〒816-2235 熊本県上益城郡益城町福富 1010
（ＨＰ）https://www.grandmesse.jp/default.html
５０，０００円（昼食事代、テキスト代込み、宿泊交通費費等含まず）
２０２２年９月９日（金曜日）８時４５分
(一社)日本型枠工事業協会講師 太田守俊氏、作馬幸則氏、竹添友和氏、斉藤治城氏
２０２２年７月２９日（金曜日）（定員４０名になり次第締め切り）

講 習 料
集合時間
講
師
申込締切
関係書類
１．
「登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習受講申込書」････････････Ａ４用紙
２．
「実務経験証明書（初回講習用）」（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．職長教育（労働安全衛生法第 60 条に基づく特別教育であるもの）修了証の写し
(注) 当初の職長教育でない「職長再教育」
「職長能力向上教育」
「上級職長教育」等は不可
５．資格基準に定める資格者証の写し
※申込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
℡：０３－６４３５－６２０８
日本型枠九州支部 ℡：０９２－４０６－６７７６

申込締切日は２０２２年７月２９日(金)必着
定員４０名になり次第締め切り。新型コロナ対策のため人数を抑えています。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 研修事務局
ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８
《今後の予定》提出書類審査のうえ、
「登録(初回)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。

登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習カリキュラム 熊本県会場
（講習会場：グランメッセ熊本 ２階大会議室・中会議室）
２０２２年９月９日(金)
８：４５ 集合
８：４５ 受付開始（受講票確認・テキスト配布）
９：００ 支部挨拶、支部担当者オリエンテーション
日
時
テキスト
科
目 ・ 範
囲
プリント 「建設業の現状」
９：１５～ ９：５０
共通４版 第１章 登録基幹技能者の意義・役割 p1-33
９：５０～１０：２０
10 分休憩
午前・午後 １０：３０～１２：００
共通４版 関連法規１建設業法のポイント p196-202
関連法規２建設業法令遵守ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ p203-231
(講師)
昼
食
九州支部
１２：４５～１３：４５
講師
共通４版 第６章安全管理 6-5～6-6 法で定められた安全
管理･作業員の遵守義務 p164-184
太田守俊氏
10 分休憩
作馬幸則氏
竹添友和氏 １３：５５～１４：３０
日本型枠 第３章 現場調査と型枠施工計画 p63-72
10 分休憩
斉藤治城氏
１４：４０～１６：３０
（予定）
日本型枠 第４章 各種型枠施工法 p73-116
10 分休憩
１６：４０～１７：００
日本型枠 第５章 施工範囲と積算見積り p117-120
２０２２年９月１０日(土)
第２日
日本型枠 第６章 資材計画・管理 p121-130
８：４０～ ９：２０
講
習
10 分休憩
日本型枠 第７章 労務計画・管理 p131-135
９：３０～１０：１０
午前・午後
10 分休憩
(講師)
共通４版 第５章 品質管理 p105-119
１０：２０～１２：００
九州支部
第８章 品質管理 1,2 p136-151
講師
昼
食
同上
１２：４５～１３：３０
（予定）
日本型枠 第８章 品質管理 1,2 p136-151
10 分休憩
１３：４０～１４：５０
共通４版 第４章 原価管理 p83-104
10 分休憩
１５：００～１５：４０
日本型枠 第 10 章 工程管理 p171-184
10 分休憩
１５：５０～１７：００
共通４版 第６章 安全管理 p121-163，p185-192
２０２２年９月１１日(日)
第３日
８：４０～１０：１０
日本型枠 第 12 章 環境管理 p221-240
講
習
共通４版 第２章 2-3-9 環境保全計画 p53-54
10 分休憩
午前・午後
１０：２０～１１：２０
日本型枠 第１章 7,8 部下の技能者の管理指導 p19-25
(講師)
共通４版 第１章 1-9 レベルに応じた技能者の指導
九州支部
10 分休憩
・教育、労務管理 P28-36
講師
同上
１１：３０～１２：００
日本型枠 第８章 3 問題発見と問題解決 p151-158
（予定）
昼
食
習
試験実施
共通４版 復
１２：３０～１４：５０
支部事務局
日本型枠
１0 分休憩
試
験
１５：００～１６：３０
注１．講師は都合により変更になる場合があります。
注２．助成金申請講習時間 ９月９日(金)６時間２０分 １０日(土)６時間４５分 １１日(日)６時間５０分
昼食代金 ８００円/１日
注３．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、「日本型枠」：日本型枠認定テキスト
第１日
集
合
開講式
講習説明
講 師
第1日
講
習

２０２２年６月２４日
（一般用）
受

講

希

望

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 登録(初回)講習会（福島県郡山市会場）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。
本講習は当協会が、平成 20 年 9 月 30 日付で国土交通省から、登録型枠基幹技能者講習を行う認定
団体(建設業法施行規則第 18 条の 3 の 6)として登録(登録番号１４)を受けて実施するものです。
つきましては、下記の要領にて、認定講習を実施致しますので、参加募集を行います
記
日
場

時
所

２０２２年９月１６日(金曜日) ～ ９月１８日(日曜日)
郡山市労働福祉会館 第１会議室
（住所）〒963-8014 福島県郡山市虎丸町７－７
（電話）０２４－９３２－５３７９
（ＨＰ）https://www.bunka-manabi.or.jp/kaikan/index.html
（駐車場）数に限りがあります。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
５０，０００円（昼食事代、テキスト代込み、宿泊交通費費等含まず）
２０２２年９月１６日（金曜日）８時３０分
(一社)日本型枠工事業協会福島支部講師 鈴木義夫氏、菅野喜博氏、鈴木時次氏
２０２２年８月５日（金曜日）（定員２４名になり次第締め切り）

講 習 料
集合時間
講
師
申込締切
関係書類
１．
「登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習受講申込書」････････････Ａ４用紙
２．
「実務経験証明書（初回講習用）」（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．職長教育（労働安全衛生法第 60 条に基づく特別教育であるもの）修了証の写し
(注) 当初の職長教育でない「職長再教育」
「職長能力向上教育」
「上級職長教育」等は不可
５．資格基準に定める資格者証の写し
※申込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
℡：０３－６４３５－６２０８
同 福島支部
℡：０２４－９４２－４４０１

申込締切日は２０２２年８月５日(金)必着
定員２４名になり次第締め切り。新型コロナ対策のため人数を抑えています。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 研修事務局
ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８
《今後の予定》提出書類審査のうえ、
「登録(初回)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。

登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習カリキュラム 福島県郡山市会場
（講習会場：郡山市労働福祉会館 １階第１会議室
第１日
集
合
開講式
講習説明
講 師
第1日
講
習
午前・午後
(講師)
鈴木義夫氏
菅野喜博氏
鈴木時次氏

第２日
講
習
午前・午後
(講師)
鈴木義夫氏
菅野喜博氏
鈴木時次氏

第３日
講
習
午前・午後
(講師)
鈴木義夫氏
菅野喜博氏
鈴木時次氏

２０２２年９月１６日(金)
８：３０ 集合
８：３０ 受付開始（受講票確認・テキスト配布）
８：４５ 支部挨拶、支部担当者オリエンテーション
日
時
テキスト
科
目 ・ 範
囲
プリント 「建設業の現状」
９：００～ ９：５０
共通
第１章 登録基幹技能者の意義・役割 p1-33
９：５０～１０：２０
10 分休憩
関連法規１建設業法のポイント p196-202
１０：３０～１２：００
共通
関連法規２建設業法令遵守ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ p203-231
昼
食
第６章安全管理 6-5～6-6 法で定められた安全
１２：４５～１３：４５
共通
管理･作業員の遵守義務 p164-184
10 分休憩
１３：５５～１４：３０
日本型枠 第３章 現場調査と型枠施工計画 p63-72
10 分休憩
１４：４０～１６：３０
日本型枠 第４章 各種型枠施工法 p73-116
10 分休憩
１６：４０～１７：００
日本型枠 第５章 施工範囲と積算見積り p117-120
２０２２年９月１７日(土)
日本型枠 第６章 資材計画・管理 p121-130
９：００～ ９：３０
９：３０～１０：１０
10 分休憩
１０：２０～１２：００
昼
食
１２：４５～１３：３０
10 分休憩
１３：４０～１４：５０
10 分休憩
１５：００～１５：４０
10 分休憩
１５：５０～１７：００
２０２２年９月１８日(日)
９：００～１０：２０
10 分休憩
１０：３０～１１：２０

日本型枠

第７章

労務計画・管理 p131-135

共通

第５章
第８章

品質管理 p105-119
品質管理 1,2 p136-151

日本型枠

第８章

品質管理 1,2 p136-151

共通

第４章

原価管理 p83-104

日本型枠

第 10 章

共通

第６章

日本型枠
共通

第 12 章 環境管理 p221-240
第２章 2-3-9 環境保全計画 p53-54

日本型枠
共通

第１章 7,8 部下の技能者の管理指導 p19-25
第１章 1-9 レベルに応じた技能者の指導
・教育、労務管理 P28-36
第８章 3 問題発見と問題解決 p151-158

工程管理 p171-184
安全管理 p121-163，p185-192

10 分休憩
１１：３０～１２：００
日本型枠
昼
食
復
習
試験実施
共通
１２：３０～１４：５０
支部事務局
日本型枠
１0 分休憩
試
験
１５：００～１６：３０
注１．講師は都合により変更になる場合があります。
注２．助成金申請講習時間 ９月１６日(金)６時間３５分 １７日(土)６時間３５分 １８日(日)６時間３０分
昼食代金 ８００円/１日
注３．テキスト欄の「共通」：登録基幹技能者講習共通テキスト、「日本型枠」：日本型枠認定テキスト

２０２２年６月１０日
（一般用）
受

講

希

望

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 登録(初回)講習会（横浜市会場）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。
本講習は当協会が、平成 20 年 9 月 30 日付で国土交通省から、登録型枠基幹技能者講習を行う認定
団体(建設業法施行規則第 18 条の 3 の 6)として登録(登録番号１４)を受けて実施するものです。
つきましては、下記の要領にて、認定講習を実施致しますので、参加募集を行います
記
日
場

時
所

２０２２年１０月１５日(土曜日) ～ １０月１７日(月曜日)
神奈川県建設会館 ２階講堂
（住所）〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町２－２２神奈川県建設会館
（電話）０４５－２０１－８４５８
（交通）ＪＲ京浜東北線・根岸線「関内駅」下車徒歩９分
みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩４分
※会館の駐車場はありません。
（地図）http://www.kanagawa-kentikusikai.com/img_others/kensetukaikan-kodo.pdf
５０，０００円（昼食事代、テキスト代込み、宿泊交通費費等含まず）
２０２２年１０月１７日（土曜日）８時３０分
(一社)日本型枠工事業協会関東ブロック講師 大竹福美氏、浜辺俊也氏
２０２２年８月３１日（水曜日）（定員８０名になり次第締め切り）

講 習 料
集合時間
講
師
申込締切
関係書類
１．
「登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習受講申込書」････････････Ａ４用紙
２．
「実務経験証明書（初回講習用）」（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．職長教育（労働安全衛生法第 60 条に基づく特別教育であるもの）修了証の写し
(注) 当初の職長教育でない「職長再教育」
「職長能力向上教育」「上級職長教育」等は不可
５．資格基準に定める資格者証の写し
※申込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
℡：０３－６４３５－６２０８
日本型枠神奈川支部 ℡：０４５－６６２－８４７０（神奈川県型枠工事業協同組合）

申込締切日は２０２２年８月３１日(水)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 研修事務局
ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８
《今後の予定》提出書類審査のうえ、「登録(初回)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。

第 １ 日
集
合
開 講 式
講習説明
講 師
第 1 日
講
習
(講師)
大竹福美氏
浜辺俊也氏

登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習カリキュラム 横浜市会場
（講習会場：神奈川県建設会館 ２階講堂）
２０２２年１０月１５日(土)
８：３０
８：５０

集合、受付（受講票確認・テキスト配布）
オリエンテーション

日
時
９：００～ ９：５０
９：５０～１０：２０
10 分休憩
１０：３０～１２：００
昼
食
１２：４５～１３：４５
10 分休憩
１３：５５～１４：３０
10 分休憩
１４：４０～１６：３０
10 分休憩
１６：４０～１７：００

第 ２ 日
講
習
(講師)
大竹福美氏
浜辺俊也氏

第 ３ 日
講
習
(講師)
大竹福美氏
浜辺俊也氏

テキスト
プリント
共通

科

目

・

範

囲

「建設業の現状」
第１章 登録基幹技能者の意義・役割 p1-33

共通

関連法規１建設業法のポイント p196-202
関連法規２建設業法令遵守ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ p203-231

共通

第６章安全管理 6-5～6-6 法で定められた安全
管理･作業員の遵守義務 p164-184

日本型枠

第３章

現場調査と型枠施工計画 p63-72

日本型枠

第４章

各種型枠施工法 p73-116

日本型枠

第５章

施工範囲と積算見積り p117-120

日本型枠

第６章

資材計画・管理 p121-130

日本型枠

第７章

労務計画・管理 p131-135

共通

第５章

品質管理 p105-119

日本型枠

第８章

品質管理 1,2 p136-151

共通

第４章

原価管理 p83-104

日本型枠

第 10 章

共通

第６章

日本型枠
共通４版

第 12 章 環境管理 p221-240
第２章 2-3-9 環境保全計画 p53-54

日本型枠
共通４版

第１章 7,8 部下の技能者の管理指導 p19-25
第１章 1-9 レベルに応じた技能者の指導
・教育、労務管理 p28-36
第８章 3 問題発見と問題解決 p151-158

２０２２年１０月１６日(日)
９：００～０９：４０
10 分休憩
９：５０～１０：３０
10 分休憩
１０：４０～１２：００
昼
食
１２：４５～１３：４０
10 分休憩
１３：５０～１４：５０
10 分休憩
１５：００～１５：４０
10 分休憩
１５：５０～１７：００

工程管理 p171-184
安全管理 p121-163，p185-192

２０２２年１０月１７日(月)
９：００～１０：１０
10 分休憩
１０：２０～１１：２０

10 分休憩
試験実施
１１：３０～１２：００ 日本型枠
支部事務局
昼
食
習
１２：３０～１４：５０ 共通４版 復
日本型枠
１0 分休憩
試
験
１５：００～１６：３０
注１．講師は都合により変更になる場合があります。
注２．助成金申請講習時間 １０月１５日(土)６時間３５分 １６日(日)６時間２５分 １７日(月)６時間３０分
昼食代金 ８００円/１日
注３．テキスト欄の「共通」：登録基幹技能者講習共通テキスト、「日本型枠」：日本型枠認定テキスト

２０２２年６月８日
（一般用）
受

講

希

望

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 登録(初回)講習会（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。
本講習は当協会が、平成 20 年 9 月 30 日付で国土交通省から、登録型枠基幹技能者講習を行う認定
団体(建設業法施行規則第 18 条の 3 の 6)として登録(登録番号１４)を受けて実施するものです。
つきましては、下記の要領にて、認定講習を実施致しますので、参加募集を行います
記
日
場

時
所

２０２２年１１月４日(金曜日) ～ １１月６日(日曜日)
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
（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。
（ＨＰ）https://www.kaigishitsu.co.jp/
５０，０００円（昼食事代、テキスト代込み、宿泊交通費費等含まず）
２０２２年１１月４日（金曜日）８時４５分
(一社)日本型枠工事業協会講師 三野輪賢二氏、椚 謙一氏
２０２２年９月２２日（木曜日）（定員３５名になり次第締め切り）

講 習 料
集合時間
講
師
申込締切
関係書類
１．
「登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習受講申込書」････････････Ａ４用紙
２．
「実務経験証明書（初回講習用）」（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．職長教育（労働安全衛生法第 60 条に基づく特別教育であるもの）修了証の写し
(注) 当初の職長教育でない「職長再教育」
「職長能力向上教育」
「上級職長教育」等は不可
５．資格基準に定める資格者証の写し
※申込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
℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２２年９月２２日(木)必着
定員３５名になり次第締め切り。新型コロナ対策のため人数を抑えています。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 研修事務局
ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８
《今後の予定》提出書類審査のうえ、
「登録(初回)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。

登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習カリキュラム 東京都会場
（講習会場：貸会議室内海 東京学院ビル３階教室）
２０２２年１１月４日(金)
８：４５ 集合
８：４５ 受付開始（受講票確認・テキスト配布）
９：００ 支部挨拶、支部担当者オリエンテーション
日
時
テキスト
科
目 ・ 範
囲
プリント 「建設業の現状」
９：１５～ ９：５０
共通
第１章 登録基幹技能者の意義・役割 p1-33
９：５０～１０：２０
10 分休憩
関連法規１建設業法のポイント p196-202
午前・午後 １０：３０～１２：００
共通
関連法規２建設業法令遵守ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ p203-231
(講師)
昼
食
椚 謙一
第６章安全管理 6-5～6-6 法で定められた安全
１２：４５～１３：４５
共通
管理･作業員の遵守義務 p164-184
10 分休憩
１３：５５～１４：３０
日本型枠 第３章 現場調査と型枠施工計画 p63-72
10 分休憩
１４：４０～１６：３０
日本型枠 第４章 各種型枠施工法 p73-116
10 分休憩
１６：４０～１７：００
日本型枠 第５章 施工範囲と積算見積り p117-120
２０２２年１１月５日(土)
第２日
日本型枠 第６章 資材計画・管理 p121-130
８：４０～ ９：２０
講
習
10 分休憩
日本型枠 第７章 労務計画・管理 p131-135
９：３０～１０：１０
午前・午後
10 分休憩
(講師)
共通
第５章 品質管理 p105-119
三野輪賢二 １０：２０～１２：００
第８章 品質管理 1,2 p136-151
昼
食
１２：４５～１３：３０
日本型枠 第８章 品質管理 1,2 p136-151
10 分休憩
第４章 原価管理 p83-104
１３：４０～１４：５０
共通
10 分休憩
１５：００～１５：４０
日本型枠 第 10 章 工程管理 p171-184
10 分休憩
第６章 安全管理 p121-163，p185-192
１５：５０～１７：００
共通
２０２２年１１月６日(日)
第３日
８：４０～１０：１０
日本型枠 第 12 章 環境管理 p221-240
講
習
第２章 2-3-9 環境保全計画 p53-54
共通
10 分休憩
午前・午後
１０：２０～１１：２０
日本型枠 第１章 7,8 部下の技能者の管理指導 p19-25
(講師)
第１章 1-9 レベルに応じた技能者の指導
共通
三野輪賢二
10 分休憩
・教育、労務管理 P28-36
試験実施
１１：３０～１２：００
日本型枠 第８章 3 問題発見と問題解決 p151-158
支部事務局
昼
食
復
習
共通
１２：３０～１４：５０
日本型枠
１0 分休憩
試
験
１５：００～１６：３０
注１．講師は都合により変更になる場合があります。
注２．助成金申請講習時間 １１月４日(金)６時間２０分 ５日(土)６時間４５分 ６日(日)６時間５０分
昼食代金 ８００円/１日
注３．テキスト欄の「共通」：登録基幹技能者講習共通テキスト、「日本型枠」：日本型枠認定テキスト
第１日
集
合
開講式
講習説明
講 師
第1日
講
習

２０２２年６月８日
（一般用）
受

講

希

望

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 登録(初回)講習会（宇都宮市会場）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。
本講習は当協会が、平成 20 年 9 月 30 日付で国土交通省から、登録型枠基幹技能者講習を行う認定
団体(建設業法施行規則第 18 条の 3 の 6)として登録(登録番号１４)を受けて実施するものです。
つきましては、下記の要領にて、認定講習を実施致しますので、参加募集を行います
記
日
場

時
所

２０２２年１１月１１日(金曜日) ～ １１月１３日(日曜日)
栃木県青年会館コンセーレ ３階中会議室(11 日)、3 階研修室(12,13 日)
（住所）〒320-0066 宇都宮市駒生※１－１－６（※コマニュウと読む）
（電話）０２８－６２４－１４１７
（ＨＰ） http://www.concere.jp/
（交通）JR 宇都宮駅 関東バス「作新学院駒生行き」⑥⑦乗場 東中丸バス停下車
５０，０００円（昼食事代、テキスト代込み、宿泊交通費費等含まず）
２０２２年１１月１１日（金曜日）８時３０分
(一社)日本型枠工事業協会講師 三野輪賢二氏
２０２２年９月３０日（金曜日）（定員３２名になり次第締め切り）

講 習 料
集合時間
講
師
申込締切
関係書類
１．
「登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習受講申込書」････････････Ａ４用紙
２．
「実務経験証明書（初回講習用）」（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．職長教育（労働安全衛生法第 60 条に基づく特別教育であるもの）修了証の写し
(注) 当初の職長教育でない「職長再教育」
「職長能力向上教育」
「上級職長教育」等は不可
５．資格基準に定める資格者証の写し
※申込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
℡：０３－６４３５－６２０８

申込締切日は２０２２年９月３０日(金)必着
定員３２名になり次第締め切り。新型コロナ対策のため人数を抑えています。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 研修事務局
ＴＥＬ:０３－６４３５－６２０８
《今後の予定》提出書類審査のうえ、
「登録(初回)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。

登録型枠基幹技能者 登録(初回)講習カリキュラム 宇都宮市会場
（講習会場：栃木県青年会館コンセーレ ３階中会議室(11 日)、３階研修室(12,13 日)）
２０２２年１１月１１日(金)
８：３０ 集合
８：３０ 受付開始（受講票確認・テキスト配布）
８：４５ 支部挨拶、支部担当者オリエンテーション
日
時
テキスト
科
目 ・ 範
囲
プリント 「建設業の現状」
９：００～ ９：５０
共通
第１章 登録基幹技能者の意義・役割 p1-33
９：５０～１０：２０
10 分休憩
関連法規１建設業法のポイント p196-202
午前・午後 １０：３０～１２：００
共通
関連法規２建設業法令遵守ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ p203-231
(講師)
昼
食
三野輪賢二
第６章安全管理 6-5～6-6 法で定められた安全
１２：４５～１３：４５
共通
管理･作業員の遵守義務 p164-184
10 分休憩
１３：５５～１４：３０
日本型枠 第３章 現場調査と型枠施工計画 p63-72
10 分休憩
１４：４０～１６：３０
日本型枠 第４章 各種型枠施工法 p73-116
10 分休憩
１６：４０～１７：００
日本型枠 第５章 施工範囲と積算見積り p117-120
２０２２年１１月１２日(土)
第２日
日本型枠 第６章 資材計画・管理 p121-130
８：４０～ ９：２０
講
習
10 分休憩
日本型枠 第７章 労務計画・管理 p131-135
９：３０～１０：１０
午前・午後
10 分休憩
(講師)
共通
第５章 品質管理 p105-119
三野輪賢二 １０：２０～１２：００
第８章 品質管理 1,2 p136-151
昼
食
１２：４５～１３：３０
日本型枠 第８章 品質管理 1,2 p136-151
10 分休憩
第４章 原価管理 p83-104
１３：４０～１４：５０
共通
10 分休憩
１５：００～１５：４０
日本型枠 第 10 章 工程管理 p171-184
10 分休憩
第６章 安全管理 p121-163，p185-192
１５：５０～１７：００
共通
２０２２年１１月１３日(日)
第３日
８：４０～１０：１０
日本型枠 第 12 章 環境管理 p221-240
講
習
第２章 2-3-9 環境保全計画 p53-54
共通
10 分休憩
午前・午後
１０：２０～１１：２０
日本型枠 第１章 7,8 部下の技能者の管理指導 p19-25
(講師)
第１章 1-9 レベルに応じた技能者の指導
共通
三野輪賢二
10 分休憩
・教育、労務管理 P28-36
試験実施
１１：３０～１２：００
日本型枠 第８章 3 問題発見と問題解決 p151-158
支部事務局
昼
食
復
習
共通
１２：３０～１４：５０
日本型枠
１0 分休憩
試
験
１５：００～１６：３０
注１．講師は都合により変更になる場合があります。
注２．助成金申請講習時間 １１月１１日(金)６時間３５分 １２日(土)６時間４５分 １３日(日)６時間５０分
昼食代金 ８００円/１日
注３．テキスト欄の「共通」：登録基幹技能者講習共通テキスト、「日本型枠」：日本型枠認定テキスト
第１日
集
合
開講式
講習説明
講 師
第1日
講
習

