平成２９年 登録型枠基幹技能者登録

初回講習の開催について

（平成２８年１２月２７日現在）
平成２９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、国土交通省に登録
された登録団体である、(一社)日本型枠工事業協会(登録番号１４)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。（職長教育修了証の終了日が受講日の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
（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

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．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）若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。

５．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、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
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Ⅱ．平成２９年

初回講習開催日程

１．２月講習会
（１）沖縄ブロック（那覇市会場）ＮＥＷ（１２/２６）募集を開始します。
開催日時

平成２９年２月１０日（金）～１２日（日）８：３０～１７：３０

開催場所

沖縄県職業能力開発協会
（住所）〒900-0036 沖縄県那覇市西３－１４－１
（電話）０９８－８６２－４２７８
（ＨＰ）http://oki-vada.or.jp/

講 習 料

５０，０００円（昼食代、テキスト代込み、交通費含まず）

集合時間

平成２９年２月１０日（金）

認定試験

平成２９年２月１２日（日）１５時３０分～１７時００分

募集人員

定員２０名

申込締切

平成２９年１月２０日(金)（定員になり次第締め切り）

問合せ先

・日本型枠本部

８時３０分

TEL０３－６４３５－６２０８

東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階
受講申込書類一式送付先

日本型枠本部

（２）中国ブロック（岡山市会場）定員に近づいています。急いで申し込みください。
開催日時

平成２９年２月１７日（金）～１９日（日）８時３０分より１７時まで

開催場所

岡山職業能力開発促進センター（ポリテクセンター岡山）
（住所）〒700-0951 岡山県岡山市北区田中５８０
（電話）０８６―２４１―００６７
（ＨＰ）http://www3.jeed.or.jp/okayama/poly/
（交通）岡電ﾊﾞｽ（大元駅経由 卸ｾﾝﾀｰ･健康づくり財団行き）岡山駅より約 30 分
天満屋（４番乗場）→岡山駅（４番乗場）→ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ岡山前下車

集合時間

平成２９年２月１７日（金）

認定試験

平成２９年２月１９日（日）１５時３０分～１７時００分

募集人員

定員３０名

申込締切

平成２９年１月２０日(金)（定員３０名になり次第締め切り）

問合せ先

・日本型枠岡山支部 TEL０８６－２８４－５６６６
〒701-1225

８時３０分

岡山市北区福谷１８５―１（株式会社阿地組内）

・日本型枠本部 TEL０３－６４３５－６２０８
東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階
受講申込書類一式送付先

日本型枠本部

（次ページに続く）
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２．３月講習会
（１）関東ブロック（茨城県鉾田市会場）募集中。早めにお申し込みください。
開催日時

平成２９年３月１０日（金）～１２日（日）８時３０分より１７時まで

開催場所

藤井建設株式会社

旧本社会議室

（住所）〒311-1526 鉾田市半原２５０９
（電話）０２９１－３２－８５５５
（交通）鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 新鉾田駅（水戸駅から約５０分）
駐車場有り
集合時間

平成２９年３月１０日（金） ８時３０分

認定試験

平成２９年３月１２日（日）１５時３０分～１７時００分

募集人員

定員５０名

申込締切

平成２９年１月２０日(金)（定員になり次第締め切り）

問合せ先

・日本型枠茨城支部
TEL029-305-3383

茨城県型枠事業協同組合内
FAX029-305-3384

〒310-0851 茨城県水戸市千波町 1721-6
・日本型枠本部

TEL03-6435-6208

フォーライフ北葉山 103

FAX03-6435-6268

〒105-0004 東京都港区新橋 6-20-11 新橋ＩＫビル１階
受講申込書類一式送付先

日本型枠本部

（２）関東ブロック（東京都会場）募集中。早めにお申し込みください。
開催日時

平成２９年３月１７日(金)～１９日(日)

８時３０分より１７時まで

開催場所

国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟４階４０１
（住所）〒151-0052 東京都渋谷区神園町３－１
（電話）０３－３４６９－２５２５
（ＨＰ）http://nyc.niye.go.jp/
（交通）小田急線 参宮橋駅下車徒歩約７分
東京メトロ

代々木公園駅 ４番出口

徒歩１０分

駐車場有
施設内 宿泊施設有

http://nyc.niye.go.jp/d6-8-html/

（利用希望は当協会へお問い合わせください）
集合時間

平成２９年３月１７日(金)

８時３０分

認定試験

平成２９年３月１９日(日)１５時３０分～１７時００分

募集人員

定員８０名

申込締切

平成２９年２月３日(金)（定員になり次第締め切り）

問合せ先

・日本型枠本部 TEL03-6435-6208

FAX03-6435-6268

〒105-0004 東京都港区新橋 6-20-11 新橋ＩＫビル１階
受講申込書類一式送付先

日本型枠本部

（次ページに続く）
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（３）東海ブロック（静岡市会場）募集中。早めにお申し込みください。
開催日時

平成２９年３月２４日（金）～２６日（日）８時４５分より１７時まで

開催場所

男女共同参画センターあざれあ

４階第２会議室

（住所）〒422-8063 静岡市駿河区馬渕１-１７-１
（電話）０５４―２５５―８４４０
（ＨＰ）http://www.pref.shizuoka.jp/shisetsu/kenmin/016.html
（交通）静岡駅から徒歩約８分
駐車場は有りません。周辺の時間駐車場をご利用ください。
集合時間

平成２９年３月２４日（金） ８時４５分

認定試験

平成２９年３月２６日（日）１５時３０分～１７時００分

募集人員

定員４５名

申込締切

平成２９年２月１０日(金)（定員になり次第締め切り）

問合せ先

・日本型枠静岡支部（株式会社入月建設内）
TEL０５４―２５３―４８３１

FAX０５４―２５３―３５０８

〒420-0823 静岡県静岡市葵区春日３-７-３（㈱入月建設内）
・日本型枠本部

TEL03-6435-6208

FAX03-6435-6268

〒105-0004 東京都港区新橋 6-20-11 新橋ＩＫビル１階
受講申込書類一式送付先

日本型枠本部

（４）北海道ブロック（札幌市会場）募集中。早めにお申し込みください。
開催日時

平成２９年３月３１日（金）～４月２日（日）９時より１７時まで

開催場所

北海道立職業能力開発支援センター 第３研修室①②
（住所）〒003-0005 札幌市白石区東札幌５条１丁目
（電話）０１１―８２５―２３８５
（ＨＰ）www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/contents/center/center.htm
（交通）地下鉄東西線

出口１番 徒歩１０分

ＪＲ函館本線白石駅北口 北海道中央バス 北郷線
地下鉄東西線

白石駅→東札幌駅

集合時間

平成２９年３月３１日（金） ８時４５分

認定試験

平成２９年４月 ２日（日）１５時３０分～１７時００分

募集人員

定員３０名

申込締切

平成２９年２月１０日(金)（定員になり次第締め切り）

問合せ先

・日本型枠北海道支部（北海道型枠工事業協同組合内）
TEL０１１―２６１―６２１９
〒060-0004

FAX０１１―２３２―１３８４

札幌市中央区北４条西３丁目北海道建設会館８階
北海道型枠工事業協同組合内

・日本型枠本部

TEL03-6435-6208

FAX03-6435-6268

〒105-0004 東京都港区新橋 6-20-11 新橋ＩＫビル１階
受講申込書類一式送付先

日本型枠本部

（次ページに続く）
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３．４月講習会
（１）九州ブロック（福岡市会場）募集中。早めにお申し込みください。
開催日時

平成２９年４月１４日（金）～１６日（日）８時３０分より１７時まで

開催場所

スギヤマビル

６階会議室

（住所）〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津４－５－１３
（電話）０９２－６２４－７５９９
集合時間

平成２９年４月１４日（金） ８時３０分

認定試験

平成２９年４月１６日（日）１５時３０分～１７時００分

募集人数

定員３６名

申込締切

平成２９年２月２４日(金)（定員になり次第締め切り）

問合せ先

・日本型枠九州支部

TEL092-624-7599

〒813-0034 福岡市東区多の津 4-5-13 スギヤマビル６階
・日本型枠本部

TEL03-6435-6208

FAX03-6435-6268

〒105-0004 東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階
受講申込書類一式送付先

日本型枠本部

４．６月講習会
（１）近畿ブロック（大阪府和泉市会場）ＮＥＷ（１２/２６）募集を開始します。
開催日時

平成２９年

６月２３日（金）～２５日（日）９時より１７時まで

開催場所

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
（ＨＰ）http://www.izumi-komisen.jp/
（地図）http://www.izumi-komisen.jp/toiawase.html
（交通）ＪＲ阪和線

和泉府中駅より徒歩１０分（和泉市役所隣）

集合時間

平成２９年

６月２３日（金） ８時４５分

認定試験

平成２９年

６月２５日（日）１５時３０分～１７時００分

募集人員

定員８０名

申込締切

平成２９年

問合せ先

・日本型枠近畿支部 TEL0725-40-0250

５月２６日(金)（定員になり次第締め切り）

大阪府和泉市伯太町 2-13-20
・日本型枠本部

TEL03-6435-6208

FAX03-6435-6268

〒105-0004 東京都港区新橋 6-20-11 新橋ＩＫビル１階
受講申込書類一式送付先

日本型枠本部

（次ページに続く）
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（２）中部ブロック（名古屋市会場）ＮＥＷ（１２/２６）募集を開始します。
開催日時

平成２９年６月３０日(金)～７月２日(日)８時３０分より１７時まで

開催場所

名古屋国際会議場 １号館３階１３１号・１３２号会議室
（住所）〒456-0036 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/

集合時間

平成２８年６月２４日（金）

８時３０分

認定試験

平成２８年６月２６日（日）１５時３０分～１７時００分

募集人員

定員８０名

申込締切

平成２８年６月３日(金)（定員になり次第締め切り）

問合せ先

・日本型枠東海支部 TEL０５２－９６１－３０３６
名古屋市東区東桜１－１４－１２イースタンビル本館２階２０４号
東海地区型枠工事協同組合内
・日本型枠本部

TEL０３－６４３５－６２０８

東京都港区新橋６－２０－１１新橋ＩＫビル１階
受講申込書類一式送付先

日本型枠本部
以
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上

