
  
 

2020/7/22 改訂版 

２０２０年度 
      

登録橋梁基幹技能者 
認定講習のご案内 

 

新たに登録橋梁基幹技能者の 

取得をめざす方へのご案内 
今年度の「認定講習」は、新型コロナウィルス感染拡大 

の状況によっては、中止、延期とする場合があります。 

最新情報はホームページをご確認下さい。 

【４/１HP 掲載時よりの変更点】 

・開催地・日程の追加：神戸会場：12/1（火）～12/4（金） 

 「Web 一次申込」受付期間は全会場共、同時受付（8/3～8/28） 

・募集定員の変更：大阪（18 名）、姫路（20 名）、神戸（15 名） 

・写真は 3 枚用意（その内 1 枚貼付け、２枚はビニール袋入り） 

 「受講票」は事務局側にて写真を貼付、受講者へ郵送します。 

・返信用封筒：「受講票」・「修了証」返送用に「レターパックライト」 

 ２枚、申込書と一緒に送付願います。 

・受講時は必ず「マスク」着用の事。 

・姫路会場（日建学院 姫路校）住所変更あり（移転後の案内図を掲載） 

・神戸会場（日建学院 神戸校）案内図を追加 

 

 

〒105-0003 東京都港区西新橋１丁目 6－１１ 

TEL 03-3507-5225 FAX 03-3507- 5235  URL http://www.jasbc.or.jp/ 
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認定講習について 

 本講習は、建設業法施行規則第18条の3の6の規定に基づき開催される認定講習で、国土交通大臣の 

登録を受けた実施機関（橋建協）が開催する「登録橋梁基幹技能者」の認定評価を行うための講習です。 

 本講習の修了試験合格者は、建設業法第27条の23第3項 経営事項審査の項目及び基準（国土交通省 

告示第85号基幹技能者関係）において加点対象となる「登録橋梁基幹技能者」として認定されます。 

建設業種は、実務経験により「鋼構造物工事業」、「とび・土工工事業」の2種類です。 

また、2018年4月より、建設業法の主任技術者の要件を満たす者と認められることになりました。 

 

資格の概要 

 鋼橋の架設工事は、現場の地形的条件や橋梁構造により多種多様な作業から構成され、「登録橋梁基幹 

技能者」は高度な技能や、十分な経験、豊富な知識を有し、元請技術者に対し多種多様な工法に適した 

効率的な作業方法の提案・調整等から一般技能者に対しての指導・監督まで架設工事の安全確保や品質 

確保に最も重要な役割を担っています。 

 

受講資格 

 条件は次の4つの要件を全て満たす者 

 ① 鋼橋架設工事の実務経験10年以上 

 ② 次の教育・講習を修了していること 

  ⅰ）鋼橋架設等作業主任者技能講習 

  ⅱ）足場の組立て等の作業主任者技能講習 

  ⅲ）玉掛技能講習 

 ③ 職長として3年以上の実務経験を有していること 

  ⅳ）労働安全衛生法第60条による建設業としての職長教育（施行令第19条あるいは施行規則第 

40条）を修了して、受講申込日までに3年以上の職長経験を有している者。 

 ④ 年齢が２８歳以上であること（各受講会場の講習初日時点） 

  

必要証明書類 

 受講資格条件を満たす証明として、次の書類を添付する。 

 ①実務経験については、事業主が証明した実務経験証明書。申込本人の誓約（署名・捺印）が必要。 

 ②受講資格②に記載のⅰ）～ⅲ）の講習修了証の写し 

 ③職長経験については、同実務経験証明書と労働安全衛生法第60条による建設業としての「職長教育 

  修了証」または「職長・安全衛生責任者教育修了証」の写し 

 

認定講習の開催地および開催日 

 ・第１回目 大阪会場  ２０２０/１０/２０（火）～１０/２３（金） 

 ・第２回目 姫路会場  ２０２０/１１/１７（火）～１１/２０（金） 

 ・第３回目 神戸会場  ２０２０/１２/１（火）～１２/４（金） 

  ※いずれの会場も、4日間、講習時間は午前９時～午後５時までです。 
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講習内容 

科目 内容 講義時間 

基幹技能一般知識に関する科

目 

 

 

 

工事現場における基幹的

な役割及び当該役割を担

うために必要な技能に関

する事項 

 

 

建設技術者の労働環

境 
30分 

基幹技能者のあり方 1時間 

実務に役立つ話し

方・ＯＪＴ教育 
1時間 

鋼橋の新しい現場施

工に関する事項 
1時間 

基幹技能関係法規に関する科

目 

労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 1時間 

建設工事の施工管理、工程管

理、資材管理、その他の技術上

の管理に関する科目 

 

 

施工管理・事務管理に関する事項 4時間 

資材管理に関する事項 1時間 

原価管理に関する事項 1時間 

品質管理に関する事項 4時間 

安全管理に関する事項 6時間 

工程管理に関する事項 5 時間 30

分 

     ※上記講義内容・時間を踏まえた講義内容とします。 

教材 

（講習時に配布：事前配布はしません） 

  「基幹技能者共通テキスト」    監修：登録基幹技能者制度推進協議会 

                   編集・発行：一般財団法人 建設業振興基金 

  「共通項目の補助テキスト」 

  「橋梁基幹技能者講習テキスト」  一般社団法人 日本橋梁建設協会 発行 

 

講習会に持参するもの 

・「受講票」・筆記用具（鉛筆・ラインマーカー・消しゴム等）、講習時は必ず「マスク」着用の事。 

   注）認定試験問題解答記入には、必ず黒鉛筆（シャープペンシル等）を使用の事。 

 

受付期間 

 ①一次申込 募集定員：大阪会場１８名、姫路会場２０名、神戸会場１５名 

申込受付期間：８/３（月）AM 0:00:00～８/２８（金）PM 23:59:59（全会場共） 

  受講希望会場ごとに、当協会ホームページ『登録橋梁基幹技能講習募集案内』のフォームより 

  ネットでのお申込みをお願いします。（一回に複数会場同時申込は不可） 

（各会場共、定員になり次第締切りとなりますので「残数」確認のうえ、お申込み願います） 

   

②二次申込（各会場の申込期限厳守のこと） 

予約完了メールを受け取った申込者は、下記の二次申込期間中に書類を作成され郵送願います。 

    ・第１回目 大阪会場  ２０２０/８/３（月）～ ８/２８（金）当日消印有効 

・第２回目 姫路会場  ２０２０/９/１（火）～ ９/２５（金）当日消印有効 

・第３回目 神戸会場  ２０２０/１０/１（木）～１０/１５（木）当日消印有効 
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書類申込先 

 一般社団法人 日本橋梁建設協会 

   〒１０５－０００３ 

    東京都港区西新橋１－６－１１ 西新橋光和ビル9階 

    ＴＥＬ ０３－３５０７－５２２５  ＦＡＸ ０３－３５０７－５２３５ 

注）申込書提出により本書記載のプライバシーポリシーに同意頂いたものとします。 

Ａ４サイズ以上の封筒（受講申請書は折らないこと）に入れ必ず配達の記録が残る方法 

（レターパック・簡易書留・特定郵便など）で郵送すること。 

申込封筒には「登録橋梁基幹技能者講習申込書 在中」と明記願います。 

   ※受講申込書は、必ず一式控えをとり、原本を送付願います。 

（後日、人材開発支援助成金支給申請の際に必要となる場合があります） 

 

受講料・振込先 

 受講料：35,000円／人（税込）（各会場の二次申込書受付期間中での振込を厳守願います） 

（人材開発支援助成金を申請される場合は、必ず「会社名」にて人数分まとめて振込願います） 

 

 １．受講料には、受講費、教材費、講習修了証作成費を含む（交通費、飲食費、宿泊費は含まない） 

 ２．申込書類受付後の受講料は、下記以外、原則として返却いたしません。 

   イ）受講資格の条件が満たされずに欠格となる場合 

   ロ）協会の責に帰すべき事由によって受講できなかった場合 

 ３．受講料の領収書は、取扱金融機関等の「振込受領書」をもって代えさせていただきます。 

 ４．受講料は、次の口座に振り込み願います。（振込手数料は受講者がご負担ください） 

   ・振込銀行  みずほ銀行 銀座中央支店 

   ・預金種別  普通預金 

   ・口座番号  １１３３２９４ 

  ・口座名義  登録橋梁基幹技能者講習（ﾄｳﾛｸｷｮｳﾘｮｳｷｶﾝｷﾞﾉｳｼｬｺｳｼｭｳ） 

   

受講票の送付 

受講資格および受講手数料入金確認後、受講される方に、「受講票」と「受講時の注意事項等」を 

郵送します。 

「受講票」原本が、講習開始の１週間前になっても届かない場合は、（一社）日本橋梁建設協会に 

電話またはFAX、メール等にて照会して下さい。 

   

認定講習修了試験 

各講習会場とも、認定講習最終日（4日目）の講義終了後、引き続き試験を行います。（９０分間） 

  （試験内容）  ・四者択一式 

          ・出題数  ５０問 

          ・テキストの持ち込みは禁止 受講票を机上に置き、黒鉛筆と消しゴムを用意。 

          （認定試験問題解答記入にボールペン記入不可、鉛筆は試験会場に用意なし） 
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合否通知 

 試験結果の合否は郵送にて通知します。また、ホームページにて、合格者の受講番号を公表します。 

（正答率６割以上が合格） 

 ・合格者には後日、「登録橋梁基幹技能者講習修了証」（以下、「講習修了証」という）を交付します。 

 ・認定講習を受講し試験に不合格となった者に対しては次回以降の認定講習の「講義免除許可書」を 

交付します。 

・講義免除許可書による再受験は、翌々年度までかつ２回までとします。 

 

助成金のご案内 （事業主のみなさまへ） 

 「登録基幹技能者認定講習」は「人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース）」の対象となって 

 います。 

  事業主の所在地を管轄する都道府県労働局、またはハローワークにて、手続きが出来ます。 

  ※詳しくは各労働局・ハローワークでご確認下さい。 

 

その他 

  ①講習修了証の有効期限 

「登録橋梁基幹技能者講習修了証」の有効期限は、修了年月日より５年間です。 

②資格更新手続きについて 

  「登録基幹技能者」は5年毎に再教育を受ける“更新制度”となっており、「橋梁」は資格更新者 

に「資格更新テキスト」と「資格更新問題」を送付し、更新解答を返送してもらい採点後、６割 

以上の正答率で「合格」となり更新できる通信教育にての更新方法としており、資格更新手続き 

の受付は、有効期限の1年前より有効期限までです。 

詳しくは当協会ホームページ『登録橋梁基幹技能者講習案内』の「資格更新案内・申込要領」を 

ご覧ください。 

  ③追加認定講習希望について 

今回開催以外での追加講習を希望される場合、９月中旬までに下記の内容を記載し、ＦＡＸにて、 

ご連絡願います。 

イ）会社名・連絡先（会社の名称・住所及びご担当者名・電話・FAX・メールアドレス） 

ロ）受講希望会場（例：札幌、仙台、新潟、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄、その他） 

ハ）受講希望時期（例：翌年1月中旬頃、令和2年度は10月前および翌年の2月以降は対応でき 

ません） 

ニ）受講予定人数 

※最低開催人数（10名超え）に満たない場合、追加募集は致しませんので、予め、ご承知のうえで、 

ご連絡下さるようお願いいたします。 
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申込方法（詳細） 

「定員」となった会場でキャンセルが出た場合等、追加募集する可能性がありますが、事前の予告等は

出来ませんのでご了承ください。 

 ①当協会ホームページ『登録橋梁基幹技能講習募集案内』⇒ 認定講習・申込要領の１次申込フォーム 

  から受講希望会場毎に、それぞれ申込願います。 

  ・「予約数」：受講予定者の人数をリストから選択（最大 1社4名） ⇒ 予約へ進む  

⇒ お申込み情報の各欄に記入例を参考に入力 ⇒ 確認へ進む ⇒ 予約内容を確認 

（修正がある場合は “戻る”をクリックして、訂正し、再度、予約内容を確認） 

⇒ この内容で申し込む をクリックすれば、一次申込終了。 

ネット申込完了後、受講希望申込代表者へ受講可否メールを返信しますので、確認願います。 

  注１．認定講習受講を希望される方は必ずネットにての一次申込をお願いします。 

     ネット以外での申し込みは受理できませんので、ご注意願います。 

  注２．一度の入力で、最大4名まで申込可能。ただし、複数会場の同時申込みは出来ませんので 

     複数会場に申し込む場合は、それぞれの会場ごとの入力をお願いします。同会場で複数回 

     または同じ受講者で2会場を申込された方は、最新の申込のみ有効となります。 

  注３．予約完了（受講可）回答受領後、下記の期間内で、受講手数料の振込をお願いします。 

      大阪会場：8/3～8/28、姫路会場：9/1～9/25、神戸会場：10/1～10/15 

  注４．予約完了回答（メール返信）受領後の受講会場及び人数の変更は原則、不可です。 

 

 ②予約完了メールを受け取った申込者は返信メールに記載された“データダウンロード”をクリック 

し、マイページ「記入例」を参考に「入力フォーマット」または「手書きフォーマット」を利用され、 

二次申込書類“（別紙1）（別紙2）および修了証写し貼付”を作成～上記 注３．の期限内に郵送 

願います。（一次申込だけでは受講できません。以下の書類を送付願います） 

※手書き記入の場合は黒ボールペンで記入して下さい。（鉛筆・消えるボールペンは使用不可） 

※ＰＤＦファイルが開けない場合、右クリックし、“開く”にてダウンロード（または出力）願います。 

  １．認定講習申込書（別紙1） 

    記入例を参考に、所定の事項を記入、写真貼付欄に1枚貼付し、２枚（裏面に氏名記載）を 

ﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れクリップ止めして郵送願います。 

    イ）申込本人のみがカラー写真で撮影されたもの。（モノクロ写真は不可） 

    ロ）6ヶ月以内に撮影されたもの。 

    ハ）縦3.0㎝、横2.4㎝ フチなし正面、無帽、無背景、肩口まで写っているもの。 

      ※写真は申込書所定欄に、はみ出さないように貼ってください。 

      ※パソコンプリンターで印刷する場合、高画質で写真用印画紙（光沢紙）に印刷して下さい。 

  ２.実務経験証明書（別紙2） 

     記入例を参考に所定の事項を記入後、証明者として会社代表者（事業主）の署名と押印をして 

下さい。記入欄が不足の場合は、コピーして使用の事。 

申込者が事業主の場合は、ご自身で証明願います。（証明者との関係：本人と記載） 

建設業の種類は所属する会社の建設業許可業種で「鋼構造物工事業」又は「とび・土工工事業」 

の何れか１種類のみ選択し、建設業の種類欄の数値を○で囲んで下さい。（複数選択は不可） 

   ３．受講資格証明書 

     受講資格に必要な教育・講習修了証写しを貼付。 

   ４．返信用封筒 

     「修了証」返送用として、「レターパックライト」２枚、お届け先欄に受取者側の必要事項を 

     記載し、申込書と一緒に送付願います。（お届け先が異なる場合は異なる宛先毎×2枚分必要） 

     （ “ご依頼主様保管用シール”は絶対に剥がさないこと ） 

     

 



6 
 

プライバシーポリシー 

 
１．法令等の遵守 

 （一社）日本橋梁建設協会は、登録橋梁基幹技能者の個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関

する関係法令等を遵守します。 

 

２．利用目的 

 （一社）日本橋梁建設協会が登録橋梁基幹技能者の個人情報を取得する利用目的は次のとおりです。こ

こに定めない目的で取得する場合は、橋梁基幹技能者の個人情報を取得する時に、あらかじめ利用目的

を明示して行います。 

① 登録橋梁基幹技能者特例講習会申込の資格審査及び個人認証のため 

② 登録橋梁基幹技能者に鋼橋に関連した情報提供をするため 

③ 登録橋梁基幹技能者の修了証発行等のため 

④ 資格制度を整備するデータベースのため（ホームページ等で氏名・資格番号・勤務先を公表します。） 

⑤ 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データ 

を作成するため 

 

３．適正な取得 

 （一社）日本橋梁建設協会は、登録橋梁基幹技能者の個人情報を、偽りその他不正の手段で取得するこ

とはいたしません。 

 

４．第三者への提供 

 （一社）日本橋梁建設協会は、次の場合以外、個人情報を第三者に提供することはいたしま 

せん。 

① 登録橋梁基幹技能者よりあらかじめ同意を得ている会社に提供する場合 

② 法令に基づく場合 

③ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、登録橋梁基幹技能者の 

同意を得ることが困難であるとき 

④ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、登録橋梁 基幹

技能者の同意を得ることが困難であるとき 

⑤ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場合であって、登録橋梁基幹技能者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとき 

 

５．開示・訂正・削除 

 （一社）日本橋梁建設協会は、個人情報を正確かつ最新の状態で管理するよう努めます。また、登録橋

梁基幹技能者から両団体が保有している個人情報の開示を求められたときは所定の手続きに基づき速や

かに開示します。その結果、万一誤った情報があれば速やかに訂正または削除いたします。 

 

６．安全管理 

 （一社）日本橋梁建設協会は、取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、その他の安全管理のた

めの必要かつ適切な措置を講じます。 

 

７．個人情報管理者の指導・監督 

 （一社）日本橋梁建設協会は、個人情報を担当者に取扱わせるにあたっては、個人情報の安全管理が図

られるように継続的に指導するとともに、適切な監督を行います。 
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８．委託先の監督 

 （一社）日本橋梁建設協会は、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委

託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行います。 

 

９．苦情対応 

 （一社）日本橋梁建設協会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な対応をいたし

ます。 

 

10．個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口 

 （一社）日本橋梁建設協会     電話 ０３－３５０７－５２２５ 
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申し込みから合格発表までの流れ 

 
認定講習のご案内 

 
 
 
 
 
 
 

     
ネットによる一次申込受付（全会場共） 

   受付期間：2020年8月3日（月）～8月28日（金） 
         

 
『認定講習申込書』の送付 
 講習会手数料 ３５，０００円 
会場毎申込期限の郵便局受付日附

印まで有効 
 

                                       
         

 
 
受講票の送付 
     
 
受講票等に関する問合わせ 

 
 
 
認定講習会 

 
 
 
 
認定講習の試験 

 
 
合否通知  試験終了2～3週間経過後 発送予定 
                         
 
「登録橋梁基幹技能者講習修了証」を交付 講習終了翌月中旬頃に発送予定（合否通知と一緒） 
（認定試験実施月の翌月1日より5年間を有効期限とする） 
 
令和3年度の認定講習は７月から翌年２月の期間内での開催を予定（会場および日程・回数は未定）。

(一社)日本橋梁建設協会 事務局 
住所 105-0003 東京都港区西新橋１－６－１１ 
TEL  03-3507-5225   FAX  03-3507-5235   
URL  http://www.jasbc.or.jp/ 

      
  (一社)日本橋梁建設協会ホームページ 
（http://www.jasbc.or.jp/）から一次申込し、ダウンロ一ド 
しての二次申込（書類郵送）ができます。 

ネットより『一次申込』にて 
申込、講習事務局よりメール 
返信にて受講可否回答 

事務局より「受講可」連絡受領後、『認定講習申込書』（別紙

１・２他）の書類を作成し申込願います。（期限厳守の事） 
第1回（大阪）：令和2年8月3日（月）～8月28日（金） 
第2回（姫路）：令和2年 9月1日（火）～9月25日（金） 
第3回（神戸）：令和2年10月1日（木）～10月15日（木） 
申込期限後の書類は受付いたしません（講習手数料も振込手数料を除き返金します） 

 
 
講習初日の1ヶ月前頃に発送予定 
 

講習初日の1ヶ月前頃  ～ 7日前迄 

第1回（大阪）：10月20日（火）～23日（金） 
第2回（姫路）：11月17日（火）～20日（金） 
第3回（神戸）：12月1日（火）～4日（金） 

各講習会場の最終日講習終了後に実施 
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実施場所 

  第 1回目 大阪会場  令和 2年 10月 20 日（火）～ 10 月 23 日（金） 

  日建学院 梅田校 にて 9：00～17：00 まで講習（8時前はビルおよび教室入室不可） 
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実施場所 

  第 2回目 姫路会場  令和 2年 11 月 17 日（火）～ 11 月 20 日（金） 

  日建学院 姫路校 にて 9：00～17：00まで講習（8時前は入室不可）１０月末移転予定 
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実施場所 

  第 3回目 神戸会場  令和 2年 12 月 1 日（火）～ 12 月 4日（金） 

  日建学院 神戸校 にて 9：00～17：00 まで講習（8時前は入室不可） 

 


