
詳細は所属する組合・支部にお問い合わせください

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

▶ 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・B（職長・安責）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

次の物を揃えて
組合に提出してください。

申込み方法

全建総連

「資格取得報奨金制度」
神奈川土建技術研修センター

連続講座のお知らせ

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

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

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）訓練生募集

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（中面参照）。
受講修了日から2ヶ月以内に労働局へ申請が必要です。

「建設事業主等に対する助成金」を活用できます。
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

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）

（ 受講日の2週間前ぐらいには提出   ）

2級建築士 受験準備講座
2020年  7月12日（日）・19日（日）・26日（日）
  8月2日（日）・23日（日）・29日（土）・30日（日）
 9月5日（土）・6日（日）
2021年 2月2日（火）～

1級建築塗装技能検定受験予備講座
2020年  6月28日（日）／7月26日（日）

8月1日（土）・2日（日）

1級型枠施工技能検定受験予備講座
2020年  11月8日（日）・22日（日）／12月6日（日）

1級建築大工技能検定受験予備講座
2020年 12月6日（日）・20日（日）
2021年 1月10日（日）・24日（日）

▲横浜 東口 川崎

▲

川崎

▲京急仲木戸

トヨタカローラ
神奈川

国道 15号線（第一京浜）

コンビニ

JR東神奈川

建設プラザ
かながわ

●JR東神奈川駅より4分

建設キャリアアップシステムで
技能・経験・資格をカードに

保存版

信頼される仕事を
で

〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-19-3建設プラザかながわ5F
TEL 045-453-9806　FAX 045-453-9807
E-mail:honbu@kanagawa-doken.or.jp
http://www.kanagawa-doken.or.jp/

職業訓練法人 神奈川土建技術研修センター（本部）

神奈川土建



2020年度実施講習会（2020年4月～ 2021年3月）

受講料の約75％と賃金のうち日額7,600円が助成されます。詳しくは裏面を参照してください。助

※ 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

申込み方法は裏面へ

講習会名 日　程 資格が必要な作業 受講資格 受講料

助

高所作業車
運転技能
（1日「学科」・1日
「実技」）
（注1）

10月21日（水）・22日（木）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） 46,000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）

44,000円

助
小型車両系建設
機械特別教育
（1日「学科」・1日
「実技」）（注1）

7月21日（火）・22日（水） 機体質量3t未満の建設
機械の運転 18歳以上 18,000円

助
車輌系建設機
械の運転技能
（1日「学科」・1日
「実技」）（注1）

2021年
3月1日（月）・2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）

45,000円

刈払機
取扱作業者
（「学科」のみ）

5月26日（火） 刈払機（草刈機）を使用
する作業従事者 18歳以上 13,000円

（注1） 上記「学科」は建設プラザ（駐車場なし）、「実技」はPEO建機教習センタ・神奈川教習所（相模原市中央区渕野辺2-5-8　
駐車場有り）http://kyosyu.pctc.co.jp/で行います

（注2） 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）

C
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1）

① 5月13日（水）・14日
（木）・17日（日）
② 7月15日（水）・16日
（木）・19日（日）
③ 9月2日（水）・3日（木）・
4日（金）
④ 11月11日（水）・12日
（木）・15日（日）
⑤ 2021年
3月10日（水）・11日
（木）・12日（金）

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歳以上で下記（注2）の講
習修了者（15時間講習） 24,000円

18歳以上で玉掛け未経験
者（19時間講習） 28,000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1）

① 6月10日（水）・11日
（木）・12日（金）
② 10月6日（火）・7日（水）・
8日（木）

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） 52,000円

18歳以上で下記（注2）の講
習修了者（16時間講習） 48,000円

助
高所作業車
特別教育
（1日間「学科」・
1日「実技」）（注1）

6月17日（水）・18日（木） 作業床高さ10m未満
の高所作業車運転 18歳以上 18,000円

A
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

7月18日（土）・19日（日） 神奈川土建本部 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
11月29日（日）・30日（月）建設プラザ

助 足場の組立て
等作業主任者

4月5日（日）・6日（月） 建設プラザ
つり足場又は高さが5
ｍ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21日（日）・22日（月） 神奈川土建本部
10月11日（日）・12日（月）神奈川土建本部
2021年
2月14日（日）・15日（月） 神奈川土建本部

助
木造建築物の
組立て等作業
主任者

6月14日（日）・15日（月） 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7日（土）・8日（日） 相模原支部
2021年
2月16日（火）・17日（水） 建設プラザ

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

助
型枠支保工の
組立て等作業
主任者

4月25日（土）・26日（日） 横須賀三浦支部
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7月18日（土）・19日（日） 神奈川土建本部
11月16日（月）・17日（火）建設プラザ

助
地山の掘削・
土止め支保工
作業主任者

9月24日（木）・25日（金）・
26日（土） 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

9月15日（火）・16日（水） 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2021年
3月20日（土）・21日（日） 相模原支部

有機溶剤作業
主任者

10月3日（土）・4日（日） 西相支部
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21日（土）・22日（日）川崎中央支部

※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

B
講習会名 日程及び場所 対象者 受講料

助

フルハーネス
型安全帯（墜
落制止用器具）
特別教育
※ この他、神建連
傘下の各組合・
支部でも随時
開催中です。所
属の組合にご
相談ください。

4月12日（日） 厚木支部
高さ2m以上の作業床等のない高所作
業ではフルハーネス型を着用するこ
とが原則となりました【2019年2月
1日施行】ガイドラインによると一般
的な建設作業では5m以上その他の作
業では6.75m以上を超える作業では
フルハーネス型の着用をすることが
義務化されました（高さが2m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、フルハー
ネス型を用いて作業を行う場合、ま
た、一連の作業の過程において、一
部作業床を設けることが困難な箇所
があって、フルハーネス型を使用す
る場合にも、本特別教育の対象とな
ります）。

8,000円

6月3日（水）

建設プラザ11月19日（木）

2021年
2月4日（木）

助
足場の組立等
特別教育（6
時間講習）

4月12日（日） 横須賀三浦支部
新たに足場の作業に就く方には必須　
満18歳以上 7,000円

6月24日（水） 建設プラザ

石綿作業者特
別教育 7月3日（金） 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

職長能力向上
教育 9月27日（日） 神奈川土建

本部

職長教育修了後、おおむね5年ごとに
能力向上教育に準じた教育（再教育）
を定期的に行うよう求められていま
す。（平成3年1月21日基発第39号）

8,000円

講習会名 日程及び場所 対象者 受講料

職長教育・安
全衛生責任者
教育

5月19日（火）・20日（水） 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5日（日）・6日（月） 神奈川土建本部
11月29日（日）・30日（月）横須賀三浦支部
2021年
3月21日（日）・22日（月） 神奈川土建本部

自由研削とい
しの取替業務 9月10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

丸のこ等取扱
い作業従事者
教育

2020年
7月7日（火）
2021年
2月10日（水）

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 12月3日（木） 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

4月19日（日） 横浜支部 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

8月30日（日） 神奈川土建本部

ロープ高所作
業特別教育 8月30日（日） 神奈川土建

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

※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

D
講習会名 日程及び場所 対象者・主な内容・受講資格 受講料

管理建築士
講習 2021年

2月19日（金）予定
東京土建ATECのHPで
随時日程を更新します

建設プラザ

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。

12,000円
（テキスト代等含む）

建築士
定期講習

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。

10,000円
（テキスト代等含む）

第
二
種
電
気
工
事
士

受験準備講座
（筆記・全3回）

4月19日（日）
5月10日（日）・24日（日） 建設プラザ

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。3月上旬から、
受験案内・申込書配布。6月上旬筆記
試験、7月下旬技能試験

15,000円

受験準備講座
（技能・全3回）

7月2日（木）・7日（火）・
9日（木）・16日（木） 建設プラザ 25,000円

（注1）組合員外は、プラス5000円になります

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17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）（注1）

技能検定（建
築大工）学科
予備講習

2021年
2月2日（火）・5日（金）

2020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。 2,000円

簿記基礎講座
（全8回）

9月15日（火）・23日（水）・
29日（火）
10月6日（火）・13日（火）・
20日（火）・27日（火）・
11月4日（水）
試験日：11月15日（日）

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

JW-CAD
教室

10月7日（水）・15日（木）・
21日（水）・28日（水）
11月4日（水）・11日（水）・
18日（水）・25日（水）
12月9日（水）※予備日
場所は神奈川土建本部

全９回でJW-CADの基
礎的な使い方を学び、
建築設計やプレゼンま
で使えるようになるま
で、実践的に行う講座
です。（受講人数が５人
に満たない場合は中止
とさせていただきます）

組合員 40,000円

※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


