平成 29 年度

建設機械施工技術検定試験〔学科〕

受 験 準 備 講 習 会
開催のご案内
主催

一般財団法人
一般社団法人

建設物価調査会
日本機械土工協 会

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当会事業に格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当会では、平成元年から『建設機械施工技術検定試験〔学科〕』の受験準備講習
会を全国各都市で毎年開催いたしております。平成 29 年度につきましても別添のとおり
開催することといたしました。
本講習会は、本試験に合格することを最重点とし、過去の出題傾向を分析し、ポイ
ントを押さえた重点講義方式となっています。また、1 級受験者から要望の多い、1 級の
実地試験問題である記述式問題の対策も実施いたします。ご参考までに、本講習会を受
講された方の合格率は、全体の率よりも高い※ものとなっております。
※28 年度受講者（ご協力者）の本試験合格率【当会調べ】

「建設機械施工技士」の資格は、建設機械施工に係わる方々の技術力や必要な知識を検
定するもので高い評価が得られています。ご本人並びに所属される企業にとりまして大い
に役立つものと思われますので、この機会に国家資格取得へチャレンジしてみてはい

かがでしょうか。
ぜひ、受験準備講習会へ多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。
謹白

◆ 資 格 取 得 の メ リ ッ ト ◆
Ⅰ．土木、とび・土工、舗装工事業において
１級は監理技術者、２級は主任技術者になれる！
Ⅱ．重機の特定自主検査ができる！
Ⅲ．『経営事項審査制度』で加算対象！
※国家資格者に最も高い得点が与えられます※

１．開催地、開催日および会場
（各開催地とも受講受付は先着順とし、定員になり次第締め切りとなります。
）
開催地

開催日
第１日

定員

会場

第２日

盛岡市

5/13（土） 5/14（日）

広島市

5/17（水） 5/18（木）

仙台市

5/18（木） 5/19（金）

福岡市

建設研修センター

(名)

岩手県盛岡市松尾町 17-9

100

広島県広島市中区千田町 3-7-47

80

宮城県建設産業会館

宮城県仙台市青葉区支倉町 2-48

120

5/18（木） 5/19（金）

福岡県自治会館

福岡県福岡市博多区千代 4-1-27

120

大阪市

5/23（火） 5/24（水）

國民會館
12 階 武藤記念ホール
（大ホール）

大阪府大阪市中央区大手前 2-1-2

110

名古屋市

5/24（水） 5/25（木）

愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1-1

100

札幌市

5/25（木） 5/26（金）

北海道札幌市中央区北 4 条西 3-1

100

さいたま市

5/25（木） 5/26（金）

埼玉県さいたま市南区鹿手袋 4-1-7

80

浦添市

5/25（木） 5/26（金）

沖縄県浦添市牧港 5-6-7

35

高松市

5/31（水） 6/1（木）

香川県高松市サンポート 2-1

90

新潟市

6/1（木） 6/2（金）

新潟県新潟市中央区新光町 7-5

100

東京※

5/13（土） 5/14（日）

東京都千代田区神田須田町 1-26-3

130

藤枝市※

5/27（土） 5/28（日）

静岡県藤枝市潮 107-2

50

広島県情報プラザ
地下２階

多目的ホール

名古屋国際会議場
2 号館

会議室 234

北海道建設会館
9 階 大ホール
埼玉建産連
研修センター
沖縄建設労働者研修福祉
センター

第２研修室

サンポートホール高松
6階

61 会議室

新潟県建設会館
5 階 大会議室

エッサム本社ビル
3 階 グリーンホール
静岡県建設学院

※東京および藤枝市の会場は一般社団法人 日本機械土工協会（03-3845-2727）で実施いたします。

２．講習カリキュラム

第 １ 日

第 ２ 日

9:00～10:30

10:40～12:10

12:10～12:50

12:50～14:30

14:40～17:00

ｼｮﾍﾞﾙ系建設機械
（第２種）

関係法令
（共通）

休憩
（40 分）

建設機械一般
（共通）
記述式対策

土木工学一般
（共通）
記述式対策

9:00～10:30

10:40～12:10

12:10～12:50

12:50～14:20

14:30～17:00

ﾄﾗｸﾀ系建設機械
（第１種）

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ
（第３種）

休憩
（40 分）

締固め建設機械
（第４種）

舗装
建設機械
（第５種）

基礎工事
建設機械
（第６種）

※２級を受験される方は、共通科目と受験される種目を受講いただければ試験範囲となります。
（後学のため、すべてを受講いただいても結構です）

３．講
４．受

講

師

一般財団法人 建設物価調査会 専任講師

料

19,000 円（税込）／名

５．テ キ ス ト（１）テキスト

29 年度版「建設機械施工技術必携」(平成 29 年 2 月発刊)
価格：7,560 円(税込)

５．テ キ ス ト（２）サブテキスト 29 年度版「建設機械施工技術検定問題集」(平 成 29 年 2 月 発 刊 )
価格：6,048 円(税込)
29 年度版「建設機械施工技術必携」

29 年度版「建設機械施工技術検定問題集」

建設機械施工技術者として必要
な基礎知識や施工知識および関

１級、２級建設機械施工技術検

連法規等の解説書として、また、

定試験の出題傾向に準じて編

国家試験受験用教科書として改

集しました。

訂しています。

●すでにお持ちの方は当日ご持参ください。
●ご購入を希望される方は、参加申込み時にお申込みください。当日、講習会会場でも販売いたします。

６．申 込 期 限

定員になり次第、締め切らせていただきます。

７．申 込 み 方 法

いずれかご希望の方法にてお申込みください。

（１）インターネット

建設物価 BookStore（http://book.kensetu-navi.com/）から直接お申込みください。
お支払方法（クレジットカード・コンビニ・代金引換）はご利用ガイドでご確認くだ
さい。入金確認後、受講票・テキストをご郵送いたします。
※東京および藤枝市の会場はインターネットでのお申込み・お支払いは出来ません。

（２）ＦＡＸ

別添の申込書に必要事項をご記入のうえ、下記いずれかの方法でお申込みください。

◆代金引換の場合（手数料無料）

※佐川急便のコレクト便にてお届けいたします。

受講票・テキスト(お申込みがある場合)の受取り時にお支払いください。
（開催日 10 営業日前まで受付）
※東京および藤枝市の会場は「代金引換」でのお支払いは出来ません。

◆銀行振込の場合（振込手数料はお客様のご負担となります）
開催地毎の銀行口座に受講料をお振込み後、銀行の受付印がある「振込票（兼受領証）」を申込書に貼付
のうえ、各お申込み先までＦＡＸでお申込みください。入金確認後、受講票・テキストを郵送いたします。
（開催日間際のお申込み・ご入金の場合、受講票はＦＡＸで送信し、テキストは当日お渡しします。）
※東京および藤枝市の会場は、「ＦＡＸ」でのお申込み・「銀行振込」でのお支払いのみとなります。

８．そ

の

他（１）講習会当日は、筆記用具をご持参ください。
（２）開始直前は混雑が予想されますので、お早めにご来場ください。なお、公共交通機関で
のご来場をお願いいたします。
（３）当日受付に受講票をご提出してください。なお、お申込み後のキャンセルおよび当日欠
席による受講料のご返金は致しかねますが、後日資料を送付することでご了承ください。
（４）参加申込者でやむをえない理由で出席できない場合は、参加者の変更は差し支えありま
せん。（当日、会場で変更手続きをいたします）

