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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２９年５月２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  ５０，０００円（消費税込み）

                                    
３．払  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

１．６月講習会

（１）近畿ブロック（大阪府和泉市会場）急ぎお申し込みください。

開催日時  平成２９年 ６月２３日（金）～２５日（日）９時～１７時

     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 ５月２６日(金)（定員になり次第締め切り）

    問合せ先  ・日本型枠近畿支部 TEL0725-40-0250

                        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

（２）中部ブロック（名古屋市会場）募集中です。

開催日時  平成２９年６月３０日(金)～７月２日(日)８時３０分～１７時

     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２９年６月３０日（金） ８時３０分

     認定試験  平成２９年７月 ２日（日）１５時３０分～１７時

     募集人員  定員８０名

     申込締切  平成２９年６月 ２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

（次ページに続く）
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２．７月講習会

（１）北陸ブロック（石川県金沢市会場）NEW（5/2）募集を開始します。

開催日時  平成２９年７月２８日（金）～３０日（日）９時～１７時

開催場所  金沢勤労者プラザ ４０４号室(28・29 日)、４０５号室(30 日)

（住所）〒920-0022 石川県金沢市北安江３－２－２０

            （電話）０７６－２２１－７７７１

                        （ＨＰ）http://kinpura.com

集合時間  平成２９年７月２８日（金） ８時４５分

認定試験  平成２９年７月３０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７月７日(金)（定員になり次第締め切り）

問合せ先  ・日本型枠石川支部 TEL076-274-5115 FAX076-275-9264

〒924-0027 石川県白山市相川町 2986 ㈱鈴建内

           ・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

３．８月講習会

（１）中部ブロック（三重県津市会場）募集中です。早めにお申込ください。

開催日時  平成２９年 ８月４日（金）～６日（日）９時～１７時

     開催場所  三重県津市 メッセウィング・みえ ２階会議室

            （住所）〒514-0056 三重県津市北河路町１９－１

            （電話）０５９－２２３－４６５５

       （ＨＰ）http://www.messe-mie.jp/

（交通）ＪＲ紀勢本線線津駅下車、近鉄名古屋線津駅又は津新町駅下車

      三重交通バス利用 南河路停留所下車徒歩５分

集合時間  平成２９年 ８月４日（金） ８時４５分

認定試験  平成２９年 ８月６日（日）１５時３０分～１７時００分

募集人員  定員５４名

申込締切  平成２９年 ７月７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

・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）東北ブロック（宮城県仙台市会場）NEW（5/2）募集を開始します。

開催日時  平成２９年 ８月１８日（金）～２０日（日）８時３０分～１７時

     開催場所  宮城県仙台市 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 宮城県仙台市宮城野区幸町４－５－１

            （電話）０２２－２９３－４３６１

       （ＨＰ）http://www.seinenkaikan.or.jp/

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

    （交通）ＪＲ仙台駅西口「Loft」前１８番乗場 仙台市営バス「鶴ケ谷

７丁目行」約２５分「青年会館前」下車 徒歩１分

集合時間  平成２９年 ８月１８日（金） ８時３０分

認定試験  平成２９年 ８月２０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 ７月２１日(金)（定員になり次第締め切り）

    問合せ先  ・日本型枠宮城支部 TEL022-265-0887

                        仙台市青葉区上杉 1-7-30 エグゼクティブ上杉

・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

※９月１６日(土)～１８日(月・祝日) 東京都で開催する予定です。

４．１２月講習会

（１）北陸ブロック（新潟県新潟市会場）NEW（5/2）募集を開始します。

開催日時  平成２９年１２月２２日（金）～２４日（日）９時１５分～１７時

     開催場所  新潟県新潟市 新潟テルサ 特別会議室

            （住所）〒950-1141 新潟市鐘木（しゅもく）１８５－１８

            （電話）０２５－２８１－１８８８

       （ＨＰ）http://www.n-terrsa.jp/access/

    （交通）ＪＲ新潟駅南口 新潟交通 バス乗場１番線 約２０分

「産業振興センター前」下車徒歩１分

集合時間  平成２９年１２月２２日（金） ９時１５分

認定試験  平成２９年１２月２４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１１月２４日(金)（定員になり次第締め切り）

    問合せ先  ・日本型枠新潟支部 TEL0254-27-3470

                        新潟県新発田市佐々木 2538-4 岡部工務店内

・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

以  上


