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2018年
建設キャリアアップシステムが
はじまる
技能・技術・資格が活かされる時代

神奈川土建技術研修センター
連続講座のお知らせ

増改築相談員
研修会

管理建築士講習・
建築士定期講習

詳細は所属する組合・支部にお問い合わせください

2018年4月1日以降、新たに資格を取得した組合員を支援する
報奨金制度です。

 10,000円 ［区分1］	1級建築士・1級技能士・1級施工管理技士・登録基幹技能者・等々

 6,000円  ［区分2］	 	2級建築士・木造建築士・職業訓練指導員・2級技能士・ 
2級施工管理技士・第2種電気工事士・等々

 3,000円	［区分3］	各・作業主任者講習（足場・木造・型枠・地山・木材・石綿・等々）

全建総連
「資格取得報奨金制度」が

4月1日からスタート！

訓練生
募　集

第二種電気工事士
受験準備講座

▪	2級建築士	受験準備講座
 2019年１月開講予定

▪	1級建築塗装	受験準備講座
 2019年４月開講予定

▪	1級型枠施工	受験予備講座
 2018年11月開講予定

▪	JW-CAD教室
 2018年10月開講予定

ますます広がるリフォーム市場に
「安心の証」をもって営業しよう！

インターネットで、施主さんが住まいのそばの
相談員を直接検索でき、活用されています。
登録員証と看板、ステッカーなどの営業ツール
も用意されています！

詳しくはお問合せください

横浜建築高等職業訓練校
横浜市保土ヶ谷区星川3-5-11
☎045（331）5079

川崎建築高等職業訓練校
川崎市川崎区藤崎1-13-27
☎044（222）4447

三浦半島建築高等職業訓練校
三浦市南下浦町上宮田3040
☎046（888）5321

湘北建築高等職業訓練校
相模原市南区新戸1888
☎046（251）0990

川崎北部建職高等職業訓練校
（建築士講座のみ）
川崎市多摩区堰1-18-17
☎044（833）7551

2018年
3月上旬～ 受験案内・申込書配布

➡
第二種電気工事士試験受験申し込み

（受験料9,600円）
財）電気技術者試験センター

6月上旬 筆記試験
7月上旬 筆記試験合格

➡試験合格者

7月下旬 技能試験
9月上旬 技能試験合格

➡試験合格者

県知事へ申請
（手数料神奈川県証紙5,200円）

➡
第二種電気工事士免状交付

事業主の
みなさんを
応援！

申請の要件 ▪雇用保険料率が12／1000に加入の中小建設業者
▪受講者が雇用保険被保険者
▪受講料は会社負担
▪受講期間中、受講者に賃金が払われる

対象となるのは 助 の講習です。
講習日の1週間前までに労働局へ「計画書」の届出が必要です。

「建設労働者確保育成助成金制度」が拡充されました。
受講料の約75％と賃金のうち	日額7,600円 が助成されます！

神奈川労働局職業対策課助成金センター
☎045-270-7989

お問合せは

募集期間	毎年１月～３月（４月入学式）
訓練期間	２～３年
訓	練	日	毎土曜日（AM９～ PM５）

仕事に直結した「国家資格」

合格を目指す準備講座

資格取得の流れ

一般住宅や店舗の電気設備工事に必須。
オール電化住宅の普及や、ソーラーシステ
ムの取り付けへの助成が広がるなか、仕事
の幅を広げるチャンス！誰でも受験可能。

《受験準備講座（筆記）》
4・5月	 日　程：日曜日3回を予定
	 場　所：建設プラザ
	 受講料:15,000円（予定）

《受験準備講座（技能）》
合格発表後　日　程：平日夜4回を予定
　　　　　　場　所：建設プラザ
　　　　　　受講料：25,000円（予定）

1日の講習で
資格取得 営業活動に役立つ資格

名簿は行政窓口で、消費者等からの問い合わせに活用
されています。

東京土建
ATECで
受けよう！

建築士事務所に所属する管理建築士ならびに建
築士に対し、管理建築士講習および建築士定期
講習が義務付けられました。
建築士定期講習会日程
７月13日（金）　11月16日（金）
平成31年３月8日（金）
会場
建設プラザかながわにて開催!!

管理建築士講習
受講料	12,000円（テキスト代等含む）

管理建築士となるには、建築士として3年以上の
設計その他の国土交通省令で定める業務に従事し
た後、「管理建築士講習」の課程を修了しなければ
なりません。

建築士定期講習
受講料	10,000円（テキスト代等含む）

建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの「建
築士定期講習」が義務付けられました。

修了生の特典
▶技能士の資格取得に有利
▶木造建築士・2級建築士の受験に有利
▶職業訓練指導員資格取得に有利
▶2級建築士受験準備講座
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※�講習会日程は変更になることがあります。�
各組合・支部へご確認ください。2018年度実施講習会（2018年4月～ 2019年3月）

講習会名 日程及び場所 資格が必要な作業 受講資格 受講料

石綿作業主任者
10月2日（火）・3日（水） 建設プラザ

建築物の解体・改修・改築時の
石綿含有建材の除去作業 満18歳以上 10,000円平成31年

3月23日（土）・24日（日） 相模原支部

助 足場の組立て等
作業主任者

4月21日（土）・22日（日） 横須賀 
三浦支部

つり足場又は高さが5ｍ以上ある�
構造の足場組立て及び解体・変
更の作業

21歳以上で
該当作業に
3年以上の経験

10,000円

6月24日（日）・25日（月） 本部
7月11日（水）・12日（木）

建設プラザ
10月4日（木）・5日（金）
11月3日（土）・4日（日） 相模原支部

12月8日（土）・9日（日） 川崎中央
支部

平成31年
2月5日（火）・6日（水） 建設プラザ

助 木造建築物の組立て等
作業主任者

6月14日（木）・15日（金）

建設プラザ
軒高5ｍ以上の木造建築物でその
構造部材の組立て、屋根下地、外
壁下地、建具わくの取付け作業

該当作業に
3年以上の経験 10,000円11月26日（月）・27日（火）

平成31年
2月19日（火）・20日（水）

助 型枠支保工の組立て等
作業主任者

7月21日（土）・22日（日） 本部
型枠支保工の組立て及び解体の
作業

該当作業に
3年以上の経験 10,000円10月23日（火）・24日（水） 建設プラザ

平成31年
2月16日（土）・17日（日） 本部

助 地山の掘削・土止め支保工
作業主任者

11月19日（月）・20日（火）・
21日（水） 建設プラザ

掘削面の高さが2ｍ以上の地山の
掘削作業、土止め支保工の切り
ばり、又は腹おこし

該当作業に
3年以上の経験 15,000円

木材加工用機械
作業主任者 11月7日（水）・8日（木） 建設プラザ 木材加工用機械を5台以上有する

事業場での作業
該当作業に
3年以上の経験 10,000円

有機溶剤作業主任者

7月21日（土）・22日（日） 本部 有機溶剤（当該有機溶剤以外の物
との混合物で、当該有機溶剤を
当該混合物の重量の5％を超えて
含有するものを含む）を取り扱う
作業

満18歳以上 14,000円11月17日（土）・18日（日） 横須賀 
三浦支部

平成31年
2月2日（土）・3日（日） 西相支部

※赤字の日付は神奈川土建技術研修センター主催の講習会です。

講習会名 日程及び場所 対象者 受講料

助 足場の組立等特別教育
（6時間講習） 6月20日（水） 建設プラザ 新たに足場の作業に就く方には必須　満18歳以上 7,000円

石綿作業者特別教育 9月4日（火） 建設プラザ 石綿含有建材の除去作業にかかわるすべての作業者 3,000円

職長教育・
安全衛生責任者教育

5月20日（日）・21日（月） 建設プラザ

常時現場にあって部下を直接指導監督する世話役等、
主として野丁場の現場に従事する方 16,000円

7月8日（日）・9日（月） 本部

10月13日（土）・14日（日） 横須賀 
三浦支部

平成31年
3月24日（日）・25日（月） 本部

自由研削といしの
取替業務 9月13日（木） 建設プラザ

グラインダ（自由研削盤）を取り扱う場合、研削といし
の取替え又は取替え時の試運転の業務にあたる方。
18歳以上の方。

8,000円

刈払機取扱作業者 9月11日（火） 建設プラザ 刈払機（草刈機）を使用する作業従事者。18歳以上の方。 12,000円
丸のこ等取扱い
作業従事者教育 平成31年�3月14日（木） 建設プラザ 携帯用丸のこ等を使用する作業従事者 6,000円

足場能力向上 9月26日（水） 建設プラザ 2009年6月以前に足場の作業主任者資格をとり、法
改正に伴う「足場の点検・記録」を行う方。 8,000円

低電気取扱業務
特別教育

8月26日（日）
本部 電動工具で使う仮設電源の開閉器の操作を行う方。

18歳以上の方。 8,000円
平成31年2月17日（日）

ロープ高所作業
特別教育

8月26日（日）
本部

高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設ける
ことが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労
働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業
（四十度未満の斜面における作業を除く。）を行う方。

8,000円
平成31年2月17日（日）

講習会名 日　程 資格が必要な作業 受講資格 受講料

助
玉掛け技能
（2日間「学科」・1日「実技」）
（注2）

①��4月17日（火）・18日（水）・22日（日）
②��7月18日（水）・19日（木）・22日（日）
③��9月�� 5日（水）・�� 6日（木）・�� 9日（日）
④11月13日（火）・14日（水）・18日（日）
⑤12月19日（水）・20日（木）・23日（日）
⑥��平成31年
　��3月19日（火）・20日（水）・24日（日）

つり上げ荷重が1ｔ以上の
クレーン・移動式クレーン
等の玉掛け作業

18歳以上で玉掛けの�
補助作業の経験が
6ヶ月以上
（18時間講習） 19,000円
18歳以上で下記（注1）
の講習修了者
（16時間講習）
18歳以上で玉掛け
未経験者
（19時間講習）

24,000円

助
小型移動式クレーン
運転技能
（2日間「学科」・1日「実技」）
（注2）

①��6月12日（火）・13日（水）・17日（日）
②10月10日（水）・11日（木）・14日（日）

つり上げ荷重が5ｔ未満の
移動式クレーンの運転
（道路上走行を除く）

18歳以上
（20時間講習） 36,000円

18歳以上で下記（注1）
の講習修了者
（16時間講習）

33,000円

助 高所作業車特別教育
（1日間「学科」・1日「実技」）（注2） 6月18日（月）・19日（火）

作業床高さ10ｍ未満の
高所作業車運転 18歳以上 17,000円

助
高所作業車運転技能
（1日「学科」・1日「実技」）
（注2）

10月15日（月）・16日（火） 作業床高さ10ｍ以上の
高所作業車運転

18歳以上、自動車
運転免許所有者
（14時間講習）

44,000円

18歳以上で小型移動
式クレーン技能講習
修了者
（12時間講習）

42,000円

助
小型車両系建設機械
特別教育
（1日「学科」・1日「実技」）（注2）

7月26日（木）・7月27日（金） 機体質量3ｔ未満の
建設機械の運転 18歳以上 16,000円

助
車輌系建設機械の
運転技能
（1日「学科」・1日「実技」）
（注2）

平成31年�3月11日（月）・12日（火）
機体重量3ｔ以上の
建設機械の運転
（道路上走行を除く）

大型特殊免許を持っ
ている方・普通また
は大型免許があり、
特別教育修了後小型
車両系の運転を3ヶ
月以上経験された方
（14時間講習）

44,000円

（注1）�クレーン・デリック運転士・移動式クレーン運転士・揚貨装置運転士免許所持者・床上操作式クレーン運転技能講習・小型移動式クレーン運転技能講習・玉掛
け技能講習修了者（修了証のコピーを必ず添付ください）

（注2）�上記「学科」は建設プラザ、「実技」は外部会場

講習会名 日　程 対象者・主な内容 受講資格 受講料

増改築相談員
（新規・更新） 9月20日（木） 主として町場の現場で働く

親方・事業主

住宅の新築工事
又はリフォーム
工事に関する実
務経験を10年
以上有する者

25,000円
（新規）

20,000円
（更新）

技能検定（建築大工）
学科予備講習

平成31年
1月22日（火）・29日（火）・31日（木）

27年度後期技能検定（建築大工）
受検者

10月初旬に受
検申請を行って
ください

3,000円

簿記基礎講座

9月18日（火）・25日（火）
10月2日（火）・ �9日（火）・16日（火）・
���23日（火）・30日（火）
11月6日（火）

全8回で日商簿記3級の合格を
めざす受験講座
（�受講人数が8人に満たない場合は
中止とさせていただきます）

組合員・家族 16,000円

建設現場での危険な作業を行う場合、
労働安全衛生法により「作業主任者」を
おかなければなりません。

「作業主任者」をおかないで作業をした場合は、6ヶ月以上
の懲役または50万円以下の罰金に処されます。神奈川県建
設技術センターは、神奈川労働局登録の講習機関です。建設
現場での労働安全衛生教育の徹底を目的に実施しています。

▪�申請書（必要事項記入・捺印・事業所横判・
代表者印）

▪��現住所・氏名・生年月日が確認できる公的
書面の写し（住民票、自動車運転免許証等。
外国籍の方は在留カード）

▪写真2枚（3㎝×2.4㎝）
▪�Aは労働者の方は「雇用保険被保険者証」
の写し、一人親方の方は「一人親方労災特
別加入者証」の写し
▪受講料

申込み方法

次の物を揃えて組合に提出してください。
（受講日の2週間前ぐらいには提出）

※赤字の日付は神奈川土建技術研修センター主催の講習会です。


