今月の講習会募集

2017年11月

群会議の話題版

東京土建一般労働組合 技術対策部

【組合員向け案内】

港支部 電話03-3451-6673

申込・問合せ先

職業訓練法人東京土建技術研修センター主催。申込は所属の支部事務所へ、受講申請書・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（締切
後は不可）。 ※遅刻厳禁。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下さい。 ※雇用保険助成金は事前申請が必要、申込前に支部へ相談を
講習番号と講習名
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型枠支保工
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２/２１～２２（水木）

技術研修センター（池袋）
2018 １/３０～３１（火水）
技術研修センター（池袋）
2018 ２/７～８（水木）
技術研修センター（池袋）

9

石 綿

10

酸欠・硫化水素
特定化学物質

50

18歳以降の

中堅者教育

建築物の解体・改修で石綿が含まれる建材を除去する作

11,000円 18歳以上 業（◎）

暗渠・マンホール・槽・ピットなど酸素欠乏症や硫化水素

19,000円 18歳以上 中毒にかかるおそれのある場所での作業（◎）

次回来年春予定

46

２/７～９（水木金）
技術研修センター（池袋）

2018

②2018 ２/７～８（水木）
技術研修センター（池袋）

足場特別教育

9,300円
※熱中症（作業管理者向け）教育
も、この中で実施します

２/９（金）技術研修センター（池袋）
①１２/７（木）
②2018 １/１８（木）
技術研修センター（池袋）

14,000円

8,000円

1日間ｺｰｽ 2018

43-1

技術研修センター（池袋）

18,000円
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１/２７～２８（土日）
西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）
2018 ２/１（木）
ロープ高所作業
※2016年7月～新たに必要となった資格
技術研修センター（池袋）
①１２/１２午後（火）
②2018 ２/１３午後（火）
石綿特別教育
技術研修センター（池袋）
技術研修センター（池袋）
①１２/１３（水）
②2018 ２/１４（水）
自由研削砥石
技術研修センター（池袋）
技術研修センター（池袋）
①１２/１４（木）
②2018 ２/１５（木）
丸のこ
技術研修センター（池袋）
技術研修センター（池袋）
①１２/１４午後（木）
②2018 ２/１５午後（木）
熱中症
技術研修センター（池袋）
技術研修センター（池袋）
②2018 ２/１５（木）
丸のこ・熱中症 ①１２/１４（木）
セットコース
技術研修センター（池袋）
技術研修センター（池袋）
②2018 ２/１４～１５（水木）
電動工具安全取扱 ①１２/１３～１４（水木）
セットコース
技術研修センター（池袋）
技術研修センター（池袋）
②2018 ２/１３～１５（火水木）
石綿・電動工具 ①１２/１２～１４（火水木）
セットコース 【NEW】
技術研修センター（池袋）
技術研修センター（池袋）
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チェーンソー

ガス溶接
技能講習

アーク溶接

2018

2018

足場の組立て・解体・変更の作業に必要。脚立足場・可搬

7,000円 18歳以上 式作業台の連結・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等も足場扱いになります

暗渠・マンホール・槽・ピットなどでの作業
電動工具で使う仮設電源の開閉器の操作に必要な教育
動力により駆動される巻上げ機（ウインチ）の運転
振動工具と刈払機の教育を一日で同時に実施

13,000円 18歳以上 ﾁｪｰﾝｿｰを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理、造材
ビルの外装清掃・のり面保護工事・屋根工事・板金工事な

7,500円 18歳以上 どでロープを使用する作業（実技あり）

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

4,200円 18歳以上 に従事する労働者は、作業前に受講が必要

7,500円 18歳以上 グラインダ（自由研削砥石）の運転、砥石取替作業に必要
丸のこは使用頻度が高く、事故も多発し重症となる例も多

4,800円 18歳以上 いため、正しい知識を基本から学びます
3,300円

１/２６～２８（金土日）

西多摩支部会館（青梅線小作駅近く）

多くの組合員に必要とされる「丸のこ」「熱中症」の２つの
「自由研削砥石」「丸のこ」「熱中症」特別教育３つセットの

14,000円 18歳以上 割引コース

「石綿」「自由研削砥石」「丸のこ」「熱中症」特別教育４つ

17,200円 18歳以上 セット割引コース。改修工事では石綿も必要となります
16,000円 18歳以上 可燃性ガスを使用する溶接・溶断の作業に必要（◎）
アーク溶接作業は作業前に受講が必要

21,000円 18歳以上 （☆☆☆ 組合主催 ☆☆☆）

12 小型移動式クレーン 次回来年春予定
外
部
外部

建
設 13-1
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高所作業車 １２/２１～２２（木金）※日立建機主催、写真当日持参 日立建機埼玉教習所（草加市）
フォークリフト １２/１９～２２（火水木金）※タダノ主催 タダノ教習ｾﾝﾀｰ（江東区）
車両系建設機械

(整地等)
技能講習

①2018 １/２５～２７（木金土）西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）
1日目は午後のみ１時30分～

次回来年春予定
１２/４・６（月水）
小型車両系
整地等用
建設機械
技術研修センター（実技は西多摩支部会館・青梅線小作駅近く）
51 特別教育 解体用 次回来年春予定
（3t未満） 整地等＋解体ｾｯﾄ 次回来年春予定
52
59 不整地運搬車特別教育 次回未定
二級建築士 2018 １/１８～６月下旬 技術研修センター（池袋）
受 29
木曜夜６時半～（毎週）と日曜９時～（月3回程度）
受験準備 学科講座
験
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一級建築士
受験準備 学科講座

増改築
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2018

１/２１～７月中旬 技術研修センター（池袋）

日曜９時半～（月3回程度）

新規 2018 ２/２０（火）技術研修センター（池袋）
更新

JW-CAD習得

新規は９時～、更新は午後２時～（2017年3月未更新の方も）
2018

１/１１～３/１５ 木曜10回 技術研修センター（池袋）

９時半～１５時半

つり上げ荷重１ｔ以上の
ｸﾚｰﾝ等の玉掛（◎）

つり上げ荷重5ｔ未満の移動式ｸﾚｰﾝの運転

44,000円 14Hｺｰｽ：自動車免許（普・中・大）所持者
42,000円 12Hｺｰｽ：大型特殊自動車免許所持者
40,700円 31Hｺｰｽ：自動車免許（普・中・大）所持者

最大荷重１ｔ以上

①小型車両系特別教育修了者かつ経験6ヶ月ｺｰ

機体重量3t以上の整
地・運搬・積込・掘削
②小型車両系特別教育修了者かつ経験3ヶ月 用機械運転(◎)
かつ自動車運転免許証所持者（※コピー添付）ｺｰｽ

37,000円 ｽ（当日に自動車運転免許証を不所持の方も含む）
特別教育修了

②2018 １/２６～２７（金土）西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

熱中症は建設現場で多く発生しており、早めの対策が必
要なことから、予防教育を行ないます

7,500円 18歳以上 特別教育を同時に取得できる、セット割引コース

次回未定
2018

玉掛

２/１７～１８（土日）城東職業能力開発センター（足立区綾瀬）

防水材などに含まれる特定化学物質を扱う作業
20歳以上 常時現場で直接指揮監督する「職長」と、元請との間で仕
がふさわ 事の連絡・調整する「安全衛生責任者」となる方への教
しい
育。リスクアセスメント教育も実施します（◎）
国の新たな指針で、おおむね５年毎に受講が望ましいとされています
作業主任者講習修了者はおおむね５
足場作業主任修了者
※修了証添付
年毎に受講が望ましいとされています
入職者に対して事業所が行う法定の「雇い入れ時教育」
18歳以上 の一部を実施し、「足場」「熱中症」の２つの特別教育も取
得できる、セット割引コース
職長・安全衛生責任者教育（2日間）にプラス1日間で雇用
管理者の
改善・健康管理・福利厚生・社会保険などの学習と「熱中
方
症・作業管理者教育」も取得できる、セット割引コース

5,000円 職長教育を最近（3～4年以内）受講した、管理者・経営者の方

18 酸欠・硫化水素特別教育 次回来年春予定
低圧電気
次回来年春予定
19
巻上げ機
次回来年春予定
57
20 振動工具・刈払機 次回来年春予定
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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（◎）

高さ5m以上の鉄骨の組立て・解体の作業
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊
丸のこ盤・かんな盤等を5台以上有する作業場での作業
高さ2m以上の地山掘削と土止め支保工組立て作業
有機溶剤指定物質のほか、塗料・ｼﾝﾅｰに含有のｴﾁﾙﾍﾞﾝ
11,000円 18歳以上 ｾﾞﾝや塗料剥離剤のｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ等を扱う作業（◎）

職長能力向上教育 次回来年春予定
足場作業主任者 2018 ２/２０（火）
15
能力向上教育
技術研修センター（池袋）
2018 １/１７～１８（水木）
44 新入職者教育
技術研修センター（池袋）
45

容

経験

２/２０～２１（火水）
技術研修センター（池袋）
2018 １/２５～２６（木金）
技術研修センター（池袋）
2018 １/２２～２４（月火水）
技術研修センター（池袋）

(リスクアセスメント含む)

内

11,000円 ３年以上 ｺﾝｸﾘ打設に用いる型枠支保工の組立て・解体作業（◎）

2018

職長・安全衛生 ①2018 １/１０～１１（水木）
責任者教育
技術研修センター（池袋）

受講資格／対象

11,000円 経験３年以上

次回来年春予定
次回来年春予定
木材加工用機械 次回未定
地山掘削・土止め 次回来年春予定

有機溶剤

受講料

経験
軒の高さが5m以上の木造建築物で、構造部材の組立て、
11,000円 ３年以上 屋根下地、外壁下地、建具枠の取付作業（◎）

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体

8
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日 程 （９時～または８時30分～）

木造建築物

証コピー添付

小型の整地・運搬・積込・掘削用 ※特別教育修了後の

15,000円 18歳以上 実務経験で技能講習（3t以上）が2～3日に短縮で受講可
小型車両系（整地用）特別教育修了者
最大荷重1ｔ未満の不整地運搬車の運転（実技あり）
７月の学科試験に向けた講座。半年間の通しの講座として開催しま
18万円 す（◎）
７月の学科試験に向けた講座。半年間の通しの講座として開催しま
18万円 す
30,000円 経験10年以上
※ﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰへの登
20,000円 2018年3月更新または2017年3月未更新の方 録料込み
パソコン基本操 フリーソフトを使い、CAD初心者でも基本から平面・
53,000円 作ができる方 立面図までじっくり学習します（◎）

建築士講習（NPO東京土建ATEC）
専
用

建築士定期講習

管理建築士講習

１２/６（水）けんせつプラザ東京（大久保）
１１/２９（水）池袋（技術研修センター）

◎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。講習後に青年部会で申請します。

10,000円 ３年度ごとに受講義務
12,000円 管理建築士になる方

