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平成２９年 登録型枠基幹技能者 更新講習の開催について

（平成２９年４月２７日現在）

登録型枠基幹技能者制度が開始して５年を迎え、順次、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。更新講習は修了証の有効期限の１年前から有効期限終了後半

年までの間に、全国どの会場においても受講できます。登録型枠基幹技能者の皆様は講

習を受講して資格を更新されるようお願いします。

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。

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。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(一社)日本型枠工事業協会会員会社であるなしに係わりません。

（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  銀行振込み又は現金書留。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．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）もしくは

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。

５．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



2

６． 平成２９年 更新講習開催日程

６.１ 平成２９年５月

（１）第 61 回（中国）島根県出雲市会場 募集中

   ① 開催日時  平成２９年５月１４日(日) ８：３０（集合）～１７：３０

   ② 開催場所  (有)渡辺組集会室

   （住所）〒693-0004 島根県出雲市猿橋町７１０－５

   （電話）０８５３－２３－３０２１

③ 募集人員  定員３０名

④ 申込締切  平成２９年４月１４日(金)（定員３０名になり次第締め切り）

   ⑤ 問合せ先 ○島根県 日本型枠島根支部 ℡０８５２－３７－０９５５

○その他の地域 日本型枠本部 ℡０３－６４３５－６２０８

⑥ 受講申込書類一式送付先 日本型枠本部

⑦ 受講可能者

1) 出雲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。

      平成２４年 ６月２２～２４日 初回講習出雲市会場合格者

修了証の有効期限が平成２９年６月２３日の者

（登録番号の下５桁が０２２０９～０２２３６の者）

2) 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。

平成２４年 ５月１８～２０日 初回講習広島市会場の合格者

※平成２９年２月２５日広島市で開催した更新講習を受講しなかった方

修了証の有効期限が平成２９年５月１９日の者

（登録番号の下５桁が０２１３４～０２１６３の者）

    ・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。）

平成２４年 ６月 ８～１０日 初回講習東京都会場 以降

     平成２５年 ４月２７～２９日 初回講習新潟市会場 まで

    の全国で開催された初回講習の合格者で資格を更新していない方

     修了証の有効期限が平成２９年６月９日～平成３０年４月２８日の方

      （登録番号の下５桁が０２１６４～０２６９１の者）

・修了証の有効期限終了後半年以内の方（以下の方は受講してください。）

      平成２３年１１月２５～２７日 初回講習静岡市会場 以降

      平成２４年 ４月２８～３０日 初回講習秋田市会場 まで

の全国で開催された初回講習の合格者で資格を更新していない方

修了証の有効期限が平成２８年１１月２６日～平成２９年４月２９日の方

（登録番号の下５桁が０１９０８～０２１３３の者）

※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。

（次ページに続く）
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６.２ 平成２９年６月

（１）第 62 回（北海道）札幌市会場 募集中

   ① 開催日時  平成２９年６月１１日(日) ８：４０（集合）～１７：３０

   ② 開催場所  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

   （電話）０１１－８２５－２３８５

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

   （交通）地下鉄東西線 東札幌駅１番出口より徒歩１０分

③ 募集人員  定員５０名

④ 申込締切  平成２９年４月２８日(金)（定員になり次第締め切り）

   ⑤ 問合せ先 ○北海道 日本型枠北海道支部 ℡０１１－２６１－６２１９

○その他の地域 日本型枠本部 ℡０３－６４３５－６２０８

⑥ 受講申込書類一式送付先 日本型枠本部

⑦ 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。

     平成２５年 ３月 ８～１０日 初回講習札幌市会場合格者

修了証の有効期限が平成３０年３月９日の者

（登録番号の下５桁が０２５７８～０２６０７の者）

2) 旭川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。

平成２５年 ６月 ７～ ９日 初回講習旭川市会場合格者

修了証の有効期限が平成３０年６月８日の者

（登録番号の下５桁が０２６９２～０２７２４の者）

    ・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。）

平成２４年 ６月２２～２４日 初回講習島根県出雲市会場 以降

     平成２５年 ４月２７～２９日 初回講習新潟市会場 まで

    に開催された初回講習の合格者で資格を更新していない方

     修了証の有効期限が平成２９年６月２３日～平成３０年４月２８日の者

      （登録番号の下５桁が０２２０９～０２６９１の者）

・修了証の有効期限終了後半年以内の方（以下の方は受講してください。）

1) 平成２４年 ３月 ９～１１日 初回講習札幌市会場

     修了証の有効期限が平成２９年３月１０日の者

（登録番号の下５桁が０２００８～０２０３７の者）

の合格者で資格を更新していない方（更新希望者は必ず受講ください。）

    2) 平成２４年 ２月１７～１９日 初回講習長崎県諫早市会場 以降

     平成２４年 ６月 ８～１０日 初回講習東京都会場 まで

の全国で開催された初回講習の合格者で資格を更新していない方

修了証の有効期限が平成２９年２月１８日～平成２９年６月９日の者

（登録番号の下５桁が０１９５８～０２２０８の者）

※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。

（次ページに続く）
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（２）第 63 回（近畿）大阪府会場 募集中

① 開催日時 平成２９年６月２５日(日)８：４５（集合）～１７：３０

   ② 開催場所 和泉市コミュニティーセンター中集会室

   （住所）〒594-0071 大阪府和泉市府中町２－７－５

   （電話）０７２５－４３－０５３２

   （ＨＰ）http://www.izumi-komisen.jp/

   （交通）ＪＲ阪和線和泉府中駅徒歩１０分 和泉市役所隣

③ 募集人員  定員４５名

④ 申込締切  平成２９年５月１９日(金)（定員になり次第締め切り）

⑤ 問合せ先 ○大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

→日本型枠近畿支部 TEL０７２５－４０－０２５０

○その他の地域→日本型枠本部 TEL０３－６４３５－６２０８

⑥ 受講申込書類一式送付先 日本型枠本部

⑦ 受講可能者

・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。

（以下の方で更新希望者は必ず受講してください。）

1) 平成２４年 ８月１７～１９日 初回講習和泉市会場の合格者

      修了証の有効期限が平成２９年８月１８日の方

（登録番号の下５桁が０２２７２～０２３４０の方）

2) 平成２４年１２月 ７～ ９日 初回講習和泉市会場の合格者

      修了証の有効期限が平成２９年１２月８日の方

（登録番号の下５桁が０２５２０～０２５７７の方）

（以下の方で更新希望者は受講してください。来年実施する更新講習でも可）

    3) 平成２５年 ６月１４～１６日 初回講習和泉市会場の合格者

      修了証の有効期限が平成３０年６月１５日の方

（登録番号の下５桁が０２７２５～０２７８１の方）

    ・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。）

平成２４年 ７月２７～２９日 初回講習東京都会場 以降

平成２５年 ６月 ７～ ９日 初回講習旭川市会場 まで

の全国で開催された初回講習の合格者で資格を更新していない方

修了証の有効期限が平成２９年７月２８日～平成３０年６月８日の方

（登録番号の下５桁が０２２３７～０２７２４の方）

・修了証の有効期限終了後半年以内の方（以下の方は受講してください。）

平成２４年 ２月１７～１９日 初回講習長崎県諫早市会場 以降

     平成２４年 ６月２２～２４日 初回講習出雲市会場 まで

    に開催された初回講習の合格者で資格を更新していない方

    修了証の有効期限が平成２９年２月１８日～平成２９年７月２８日の方

（登録番号の下５桁が０１９５８～０２２３６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。
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６.３ 平成２９年７月

（１）第 64 回（関東）宇都宮市会場 ＮＥＷ(4/27)募集開始

① 開催日時 平成２９年７月１２日(水) ８：４５（集合）～１７：３０

② 開催場所 パルティとちぎ男女共同参画センター３０４研修室

（住所）〒320-0071 栃木県宇都宮市野沢町４番地１

（電話）０２８－６６５－７７００

（ＨＰ）http://www.parti.jp/index.html

（交通）ＪＲ宇都宮線宇都宮駅西口８番乗場関東バス２５分

とちぎ男女共同参画センター停留所下車徒歩２分

③ 募集人数  定員４０名

④ 申込締切  平成２９年７月１２日(金)（定員になり次第締め切り）

⑤ 問合せ及び申込書類一式送付先 日本型枠℡０３－６４３５－６２０８

⑥ 受講可能者

    ・宇都宮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。

（以下の方で更新希望者は必ず受講してください。）

1) 平成２４年１１月 ９日～１１日初回講習（会場：とちぎ青少年センター）

修了証の有効期限が平成２９年１１月１０日の方

（登録番号の下５桁が０２４７３～０２４８７の方）

    ・以下の東京会場で受講された方で宇都宮市に近いかたは受講を検討ください。

1) 平成２４年 ７月２７日～２９日初回講習（会場：中央工学校王子校舎）

修了証の有効期限が平成２９年７月２８日の方

（登録番号の下５桁が０２２３７～０２２７１の方）

2) 平成２４年１１月２３日～２５日初回講習（会場：中央工学校王子校舎）

修了証の有効期限が平成２９年１１月２４日の方

（登録番号の下５桁が０２４８８～０２５１９の方）

・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。）

平成２４年 ８月１７日～１９日 初回講習和泉市会場 以降

平成２５年 ６月２８日～３０日 初回講習名古屋市会場 まで

の全国で開催された登録(初回)講習の合格者で資格を更新していない方

修了証の有効期限が平成２９年８月１８日～平成３０年６月２９日の方

（登録番号の下５桁が０２２７２～０２８２７の方）

・修了証の有効期限終了後半年以内の方（更新希望者は必ず受講してください。）

2) 平成２４年 ２月１７日～１９日 初回講習長崎県諫早市会場 以降

      平成２４年 ６月２２日～２４日 初回講習島根県出雲市会場 まで

      に開催された登録(初回)講習の合格者で資格を更新していない方

修了証の有効期限が平成２９年２月１８日～平成２９年６月２３日の方

（登録番号の下５桁が０１９５８～０２２３６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。

以上


