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東京都建設人材育成事業とは

建設技能労働者・技術者の人材育成を図るため、建設現場で求められる資格の取得等を
目的とした在職者向けの講習です。

【実施コース】

●技能検定関連の講習
・一級技能士コース（鉄筋施工科）

・一級技能士コース（とび科）

・技能検定 塗装（建築塗装作業）（１級）受検対策（学科）

・技能検定 型枠施工（型枠工事作業）（１級）受検対策（学科）

●施工管理技士の講習
・1 級建築施工管理技士（学科）受験対策

・1 級建築施工管理技士（実地）受験対策

・2 級電気工事施工管理技士（学科）受験対策

●労働安全衛生関連の講習
・職長・安全衛生責任者教育

・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習（平成３1 年２月実施予定です。募集日程等が決まり次第、以

  下のホームページに掲載します。）

　　TOKYOはたらくネット　ホームページ
　　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp　　

【応募資格】
　現在、主に建設関係の中小企業で働いている方で、都内に在住または在勤の方

　（一級技能士コース及び型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習は、所定の受講資格を満たす必

要があります。）

【募集時期】
　講習によって異なりますのでご注意ください。

【申込方法】
　別紙「受講申込書」を各実施校に郵送または FAX でお送りください。

　( 企業申込の場合は郵送または窓口にて提出ください。)

　( 一級技能士コース及び型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習は、郵送または窓口に提出ください。)

※詳細は各実施校へお問合せください。（電話番号等は裏表紙をご覧ください。）

【抽選について】
　申込者数が定員を超えた場合、抽選を行います。当選者には郵便で納付書を送付しますので、納付

期限までに金融機関で受講料をお支払ください。



一級技能士コース（鉄筋施工科）

　この講習は、職業能力開発促進法に基づく一級技能士コース（鉄筋施工科）です。講習では、鉄筋工事に関
連する建築構造、施工法、材料等を学び、１級鉄筋施工技能士に求められる知識を習得します。

講習概要

科　　　目 主　　　　な　　　　内　　　　容
１　建築構造 建築構造の種類、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造、木構造、力学
２　施工法 一般事項、鉄筋コンクリート構造、その他施工法
３　材料 鉄筋、コンクリート、型枠、鉄骨造
４　建築設計図 建築図面通則
５　関係法規 建築基準法
６　安全衛生 建設現場における安全衛生
７　修了試験

講習内容

　この講習を修了（８割以上の出席、かつ、修了試験に合格）すると、１級鉄筋施工技能検定の学科試験が免
除されます。

修了資格

　○当該訓練科に関する１級技能検定の受検資格を有する方
　　（主な例）
　　・検定職種に関し、７年以上の実務の経験を有する者
　　・検定職種に関し、２級の技能検定に合格した者で、その後２年以上の実務の経験を有する者　など
　※１級技能検定の受検資格は、講習の最終日に満たしている必要があります。
　※職務経歴について、勤務先代表者の証明が必要になります。

受講対象者

　○平成 30 年２月 1 日（木）～ 2 月 20 日（火）　（必着）

申込期間

　○別紙受講申込書に必要事項を記入の上、城東職業能力開発センターに郵送してください。

申込方法

講習日 講習実施場所 定員 受講料
平成 30 年
4/22( 日 )・4/29( 日 )・5/6( 日 )・
5/20( 日 )・5/27( 日 )・6/3( 日 )・
6/17( 日 )・6/24( 日 )・7/1( 日 )・
7/15( 日 )・7/22( 日 )・7/29( 日 )・
8/19( 日 )・8/26( 日 )・9/2( 日 )

全１５日間
（すべて日曜日 )

時間
9:30 ～ 16:40
※最終日のみ

9：30 ～ 15:15

城東職業能力開発
センター

20 名

8,100 円
（別途教科書を

購入していた
だきます） 

講習日等



一級技能士コース（とび科）

　この講習は、職業能力開発促進法に基づく一級技能士コース（とび科）です。講習では、足場の組立て・解体、
鉄骨建て方等に関連する建築構造、施工法、材料等を学び、１級とび技能士に求められる知識を習得します。

講習概要

科　　　目 主　　　　な　　　　内　　　　容
１　施工法 足場、土工事、鉄骨造、解体工事
２　材料 足場、コンクリート、鉄骨造、木質材料
３　建築構造 鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、木構造、土工事、力学
４　関係法規 建築基準法、労働安全衛生法
５　安全衛生 資格が必要な業務、仮設工事、玉掛け、解体、廃棄物
６　修了試験

講習内容

　この講習を修了（８割以上の出席、かつ、修了試験に合格）すると、１級とび技能検定の学科試験が免除さ
れます。

修了資格

　○当該訓練科に関する１級技能検定の受検資格を有する方
　　（主な例）
　　・検定職種に関し、７年以上の実務の経験を有する者
　　・検定職種に関し、２級の技能検定に合格した者で、その後２年以上の実務の経験を有する者　など
　※１級技能検定の受検資格は、講習の最終日に満たしている必要があります。
　※職務経歴について、勤務先代表者の証明が必要になります。

受講対象者

　○平成 30 年 10 月１日（月）～ 10 月 20 日（土）　（必着）

申込期間

　○別紙受講申込書に必要事項を記入の上、中央・城北職業能力開発センターに郵送してください。

申込方法

講習日（※） 講習実施場所 定員 受講料

平成 30 年
11/4( 日 )・11/11( 日 )・11/18( 日 )

　
　

全１５日間
（すべて日曜日)

時間
9:30 ～ 16:40

※最終日のみ
9：30 ～ 15:15

中央・城北職業能力
開発センター

（最寄駅：飯田橋）

20 名

　
　

8,100 円
（別途教科書を

購入していた
だきます）

平成 30 年
12/2( 日 )・12/9( 日 )・12/16( 日 )・
12/23( 日 )
平成 31 年
1/13( 日 )・1/20( 日 )・1/27( 日 )・
2/3( 日 )・2/10( 日 )

中央・城北職業能力
開発センター板橋校

（最寄駅：浮間舟渡）

平成 31 年
2/24( 日 )・3/3( 日 )・3/10( 日 )

中央・城北職業能力
開発センター

（最寄駅：飯田橋）
（※）講習実施場所は講習日によって異なりますのでご注意ください。

講習日等



技能検定 塗装（建築塗装作業）（１級）受検対策（学科）

　〇技能検定 塗装（建築塗装作業）（１級・学科）の受検対策
　　（塗装一般、材料、色彩、関係法規、安全衛生、建築塗装法）

講習内容

　○建築塗装関係の仕事に従事し、今年度、当該技能検定を受検する方

受講対象者

　○平成 30 年５月１日（火）～５月 20 日（日）　（必着）

申込期間

　○別紙受講申込書に必要事項を記入の上、多摩職業能力開発センターに郵送もしくは FAX してください。
　　（企業申込の場合は郵送または窓口にて提出ください）

申込方法

講習日 講習実施場所 定員 受講料

平成３０年　７月７日（土）・７月１４日 ( 土 )
（全２日間 )
時間：９: ３０～１６: ４０

多摩職業能力開発
センター 35 名

1,100 円
（別途教科書を

購入していた
だきます ）

講習日等

技能検定 型枠施工（型枠工事作業）（１級）受検対策（学科）

　〇技能検定 型枠施工（型枠工事作業）（１級・学科）の受検対策
　　（施工法、材料、建築構造及び土木構造、製図、関係法規、安全衛生）

講習内容

　○型枠施工関係の仕事に従事し、今年度、当該技能検定を受検する方

受講対象者

　○平成 30 年 10 月１日（月）～ 10 月 20 日（土）　（必着）

申込期間

　○別紙受講申込書に必要事項を記入の上、城南職業能力開発センターに郵送もしくは FAX してください。
　　（企業申込の場合は郵送または窓口にて提出ください）

申込方法

講習日 講習実施場所 定員 受講料

平成３０年　１２月２日（日）・１２月９日 ( 日 )・
１２月１６日（日）　（全３日間 )
時間：９: ２０～１６: ３０

城南職業能力開発
センター 35 名

1,600 円
（別途教科書を

購入していた
だきます ）

講習日等



１級建築施工管理技士（学科）受験対策

　建築学等（建築一式工事の施工に必要な建築学、土木工学、電気工学及び機械工学に関する一般的な知識）
　施工管理法（建築一式工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工管理） 
　法規（建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識）

講習内容

　○建設関係の仕事に従事し、今年度、当該試験の受験を予定している方

受講対象者

　○平成 30 年２月１日（木）～２月 20 日（火）　（必着）

申込期間

　○別紙受講申込書に必要事項を記入の上、城南職業能力開発センターに郵送もしくは FAX してください。
　　（企業申込の場合は郵送または窓口にて提出ください）

申込方法

講習日 講習実施場所 定員 受講料
平成３０年　４月８日（日）・４月１５日（日）・
４月２２日（日）　（全３日間 )
時間：９: ２０～１６: ３０

城南職業能力開発
センター 25 名

1,600 円
（別途教科書を購入し

ていただきます ）

講習日等

　

１級建築施工管理技士（実地）受験対策

　施工経験記述
　仮設工事・災害防止、躯体工事、仕上げ工事、施工管理法、法規

講習内容

　○建設関係の仕事に従事し、今年度、当該試験の受験を予定している方

受講対象者

　○平成 30 年６月１日（金）～６月 20 日（水）　（必着）

申込期間

　○別紙受講申込書に必要事項を記入の上、城南職業能力開発センターに郵送もしくは FAX してください。
　　（企業申込の場合は郵送または窓口にて提出ください）

申込方法

講習日 講習実施場所 定員 受講料
平成３０年　８月５日（日）・８月１２日（日）

（全２日間 )
時間：９: ２０～１６: ３０

城南職業能力開発
センター 25 名

1,100 円
（別途教科書を購入し

ていただきます ）

講習日等

　



職長・安全衛生責任者教育
せこうかん講習内容

　○建設関係の仕事に従事し、職務上当該教育修了証を必要とする方
　　（建設業において、安全衛生責任者として、選任されて間もない方及び新たに又は将来選任される予定の方）

受講対象者

　○平成 30 年２月１日（木）～２月 20 日（火）　（必着）

申込期間

　○別紙受講申込書に必要事項を記入の上、城東職業能力開発センター江戸川校に郵送もしくは FAX してく
　　ださい。（企業申込の場合は郵送または窓口にて提出ください）

申込方法

講習日 講習実施場所 定員 受講料
平成３０年　５月１３日（日）・５月２０日（日）・
５月２７日（日）　（全３日間 )
時間：９: ３０～１６: ４０　

城東職業能力開発
センター江戸川校 30 名

1,600 円
（別途教科書を購入し

ていただきます ）

講習日等

※全日程を受講した方には労働安全衛生法による講習修了証を交付

 　作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること、危険性又
は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること、異常時等における措置に関すること、その他
現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること、安全衛生責任者の職務等、統括安全衛生管理の進め方

２級電気工事施工管理技士（学科）受験対策

　電気工学等（電気工事の施工に必要な電気工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する知識）
　施工管理法（電気工事の施工計画作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工管理方法に関する知識）
　法規（建設工事の施工に必要な法令に関する知識）

講習内容

　○建設関係の仕事に従事し、今年度、当該試験の受験を予定している方

受講対象者

　○平成 30 年７月１日（日）～７月 20 日（金）　（必着）

申込期間

　○別紙受講申込書に必要事項を記入の上、多摩職業能力開発センターに郵送もしくは FAX してください。
　　（企業申込の場合は郵送または窓口にて提出ください）

申込方法

講習日 講習実施場所 定員 受講料
平成３０年　９月２９日（土）・１０月６日（土）・
１０月１３日（土）　（全３日間 )
時間：９: ３０～１６: ４０

多摩職業能力開発
センター 20 名

1,600 円
（別途教科書を購入し

ていただきます ）

講習日等

　



実施校所在地

講習に関するお問い合わせ・お申し込みは下記実施校へお願いいたします。

☆印の中央・城北職業能力開発センターは日曜日休業
★印のセンター・校は月曜日休業（ただし、月曜日が祝日の場合は翌火曜日以降の直近の平日が休業日）です。

★

★★

★

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

登録番号（29）196
発行：東京都産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　〒163-8001　新宿区西新宿 2-8-1　第一本庁舎 31階北側　TEL　03－5320－4719
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