
2011年12月 (群会議の話題版)

日　時 会　場 定員 受講料 受講資格

1 木造建築物
の組立て等

2012 ３月１４～１５日（水・木）
午前９時～午後５時半

技術研修センター 40人 10,000円 経験３年以上

2 足場
の組立て等

2012 ２月15～16日（水・木）
午前９時～午後５時半

技術研修センター 60人 10,000円
経験３年以
上で、21歳
以上

3 型枠支保工 今年度は終了

4 鉄骨の組立て等 今年度は終了

5 ｺﾝｸﾘｰﾄ解体等 今年度は終了

6 木材加工用機械 今年度は予定なし

7 地山・土止め 2012 ３月６～８日（火水木）
午前９時～午後５時

技術研修センター 30人 15,500円
経験３年以
上

8 有機溶剤 今年度は終了

9 石綿 2012 ２月８～９日（水・木）
午前９時～午後５時

技術研修センター 60人 10,000円 18歳以上

10 酸欠・硫化 今年度は終了

①2012 １月２５～２６日（水・木）

午前９時～午後５時半
技術研修センター 40人

②2012 ２月２２～２３日（水・木） 技術研修センター 40人

12 足場能力向上教育 今年度は終了

13 石綿作業者
特別教育

2012 ２月２８日（火）
午後１時～午後６時

技術研修センター 50人 3,800円 18歳以上

14
石綿作業者

特別教育の

補講

①１月２５日（水）午後6時
②２月１５日（水）午後6時
③２月２２日（水）午後6時
④３月６日（火）午後5時半
⑤３月１４日（水）午後6時

技術研修センター

1,000円
特別教育
修了証コ
ピー添付

09年4月改正
前の石綿作
業者特別教
育修了者

①１２月４日（日）
午前９時～午後５時

村山大和支部会館
（武蔵村山市）

②2012 ２月２１日（火） 技術研修センター 40人

16 低圧電気 今年度は終了 18歳以上

17 振動工具・刈払機 今年度は予定なし 18歳以上

18 丸のこ等取扱い
作業者特別教育

各支部で開催を呼びかけ 3,800円 18歳以上

19 ガス溶接
技能講習

2012 ３月３～４日（土・日）
城東職業能力開発
センター（江東区）

30人 13,800円 18歳以上

20 アーク溶接 今年度は終了
建
設
機
械

29 玉掛
(組合主催)

2012 ２月１０～１２日（金・土・
日）
午前８時４５分～

西多摩支部会館
（羽村市）

30人 18,000円
吊上げ荷重1t以上のク
レーン等の玉掛作業
（◎★）

受
験
準
備

22 二級建築士
受験準備講座

2012 １月１７日～６月下旬
火・木曜夜6時半～47回と、
日曜昼間15回を予定

技術研修センター 70人 16万円

他
外
部

増改築相談員
新規研修会

2012 ２月１日～２日（水・木）
午前１０時～午後５時

技術研修センター 60人 30,000円
経験10年以
上

33 ホームページ作成 2012 ２月１６日～３月１日 技術研修センター 20人 18,000円

34 JW-CAD基本
2012 １月１２日～２月９日
木曜5回 午前10時～午後4時半

技術研修センター 20人 33,360円

35
JW-CAD

ステップアップ
2012 ２月１４日～３月１３日
火曜5回 午前10時～午後4時半

技術研修センター 20人 33,360円

39 簡単ＣＧパース 2012 ３月８日、３月１５日(木) 技術研修センター 20人 12,000円

溶
接

「アーク溶接特別教育」

６ヶ月間の長期にわたる講座で、週２回火・木曜に夜間の講義と、日曜
日に補講や模擬試験などを行います。来年で39期となる抜群の合格
率の実績と、格安の受講料が魅力です。学習意欲を続ける環境作りも
重視し、仲間同士が励まし合って学べるよう、交流を深める補講やグ
ループ学習など、全体の学力アップを図ります。

職
長

11

職長・安全衛生
責任者教育
(リスクアセスメント

教育含む)

13,000円

常時現場で
直接指揮監
督する方
(20歳以上)

◎印は青年部員への「青年部チャレンジ助成金」対象の講習です。８０％以上出席が条件。講習修了後に青年部会で申請します。
★印は雇用保険加入事業所に、国の賃金助成を受けられる講習です。国への事前申請が必要ですので２週間前までに必要書類を準備して下さい

簡単な間取り図からCGｼﾐｭﾚｰｼｮﾝでパースを作成します（★）

パ
ソ
コ
ン
講
座

木曜3回。文書作成やファイル保存ができる方を対象（★）

経験者及びJW-CAD基本講座受講者を対象に、一歩すすんだ作図
や、自分なりに使いやすく設定するカスタマイズを学習（◎★）

無料フリーソフト「ＪＷ‐ＣＡＤ」を利用した講座。ＣＡＤ初心者を対象に、
平面図・立面図・設備配線図などさまざまな作図を学習（◎★）

18歳以上15 6,800円

東京土建技術研修センター
豊島区池袋1-8-6　　電話 03-5950-1771今月の講習会募集

「型枠支保工の組立て等作業主任者」
作
業
主
任
者

講習番号と講習名

つり足場、または高さ5m以上の構造の足場の組立・解
体・変更の作業に必要な資格。2009年6月から大幅に改
正され、構造点検が強化されました（◎★）

内　　　容

「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」

「振動工具・刈払機取扱作業者教育」

建築物の解体・改修で石綿が含まれる建材を除去する
作業には、この講習の修了者から「作業主任者」を選任
しなければなりません（◎★）

安全衛生法第１６条で、元請業者との間で仕事の連絡・
調整するのが、安全衛生責任者（職長）と定められてい
ます。法改正でリスクアセスメント教育も加えられました
（◎★）

携帯用・卓上グラインダ（自由研削砥石）の運転作業や
研削砥石の取替え業務に必要な資格

2009年4月の改正で、それ以前の修了者に対して保護
具などの追加教育が必要になりました。
※技術研修センターでの職長および作業主任者講習の
1日目終了時間30分後に開始、約1時間

受講申込は、東京土建の支部事務所へ、受講料・認印・顔写真1枚(30×25㎜・パソコン講習は不要)を持参します。締切は２週間前。
遅刻は認められません。開始時間までに着席ください。また技術研修センターには駐車場がありませんので、車での出席はお控えください。

特
別
教
育
な
ど

「ｺﾝｸﾘｰﾄ造の工作物の解体等作業主任者」

石綿が使用されている建築物等の解体・リフォームの作
業に従事する労働者は、この教育を作業前に受講して
いなければなりません

自由研削砥石
特別教育

（◎★）

「足場作業主任者能力向上教育」

18歳以上

可燃性ガスを使用して行なう溶接、溶断の作業に必要な
講習（◎★）

新規登録する方の講習。ﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰへの登録料込み
※写真1枚(45×35ﾐﾘ)…サイズ注意

「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者」

「低圧電気取扱作業者特別教育」

「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者」（◎★）
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