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2022 年 8 月 1 日 

一般社団法人全国圧入協会 事務局 

 

2022 年度 登録圧入工基幹技能者講習のご案内 
 

 

 

 

 

１．開催概要 

（１）日時：2022 年９月 10 日（土）～11 日（日）の２日間 

第１日目 10:00～18:00（受付開始 9:30） 

第２日目 8:50～15:30（受付開始８:30） 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催を中止する場合があります。 

（２）会場：東京 TKP 品川カンファレンスセンターANNEX ホール 1 

東京都港区高輪３丁目 13−１ TAKANAWA COURT 3 階 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinagawa-annex/access/ 

大阪 TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンター ホール A 

大阪府大阪市北区中之島２−２−３ 大阪中之島ビル（旧ニチメンビル）B1 階 

http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-osaka-yodoyabashi/access/ 

※オンライン講義による両会場同時開催 

（３）定員：各会場 80 名 

（４）講習内容：講習は、以下の講義および修了試験を行います。 

講義科目 内容 講義時間 

基幹技能一般知識

に関する科目 

基幹技能者のあり方（工事現場における基幹的役割 

および当該役割を担うために必要な技能に関する事項） 
５０分 

OJT 教育に関する事項 ５０分 

基幹技能関係法令

に関する科目 
関係法規に関する事項 ５０分 

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 

（施工計画立案の手順） 
６０分 

工程管理に関する事項 ６０分 

資材管理に関する事項 ５０分 

原価管理（工事経費）に関する事項 ５０分 

品質管理に関する事項 ６０分 

安全管理に関する事項 ６０分 

材料、地盤条件等の知識に関する事項 ５０分 

圧入工法の基礎知識に関する事項 ６０分 

計 ６００分 

修了試験は、全ての講義終了後に 60 分間、４者択一方式で 30 問を出題します。 

※本講習は全科目受講が義務となります。途中退席等はその時点で失格となりますのでご注意ください。 

一般社団法人全国圧入協会が行う本講習は、建設業法施行規則第 18 条の６の規定により、令和 4

年 4 月 19 日に国土交通大臣によって登録基幹技能者講習として登録されました。 

これに基づき、当協会は「登録圧入工基幹技能者講習」を実施いたします。 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinagawa-annex/access/
http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-osaka-yodoyabashi/access/
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（５）合格発表と試験問題の公表 

試験の合格基準は、6 割を基準として技能委員会において合否判定を行います。合格発表は、合格者

の受講番号などを当協会ホームページで公表します。また、終了した試験問題・解答表、および合格基準

は、一定期間当協会ホームページで公表します。 

（６）講習修了証の交付と登録基幹技能者データベースの登録 

合格者には、「登録圧入工基幹技能者講習修了証」を交付し、（一財）建設業振興基金が運営する

登録基幹技能者データベースに登録します。 

※講習修了証の有効期限は５年間です。更新には更新講習の受講が必要となります。 

（７）講義の免除 

不合格者は、翌々年度までの２回を限度に、講義を免除した上で修了試験を受けることができます。 

２．受講希望の申込みから受講までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．受講資格 

以下に示す 3 つの条件を全て満たしていること。 

（１）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第１項別表上欄「とび・土工・コンクリート工事」という

建設工事の種類の「くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事」に 10 年以上の実務経験を有し、か

つそのうち３年以上の職長経験者であること。そして、実務経験年数および職長経験年数について事業

主の証明があること。 

（２）職長・安全衛生責任者教育を修了していること。 

（３）熟達した作業能力を証する以下の（ア）から（オ）のいずれかに該当する者。 

（ア）１級又は２級施工管理技士（土木・建築） 

（イ）１級又は２級建設機械施工管理技士 

（ウ）圧入施工技士１級又は２級 

（エ）『玉掛技能講習・ガス溶接技能講習・ｱｰｸ溶接特別教育』の講習をいずれも修了し、かつ、『杭圧

入引抜機特別教育・車両系建設機械（整地）技能講習・車両系建設機械（基礎）技能講

習・小型移動式クレーン運転技能講習』のうち 2 つ以上の講習または教育を修了した者 

①受講資格の有無を確認して、受講希望申込書をメールで送信する。 

②受講可否の通知がメールで届く。受講可能な場合は受講申込書などが添付される。 

③受講の申込みに必要な書類を作成する。 

④受講料を振込み、必要書類一式を提出する（メール送信および郵送）。 

⑤受講票がメールで届く。 

⑥受講票を持参して、講義および修了試験を受ける。 
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（オ）『杭圧入引抜機特別教育・車両系建設機械（基礎）技能講習』をいずれも修了し、かつ、『移動

式クレーン運転士・クレーン運転士』のうち 1 つ以上の免許を取得した者 

４．受講手数料 

33,000 円（税込）※振込等お手続きについては、受講可否の通知の際にお知らせします。 

＜助成金制度のご案内＞ 本講習は、人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース）の対象です。

助成を受けるには、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での手続きが必要となりま

す。詳しくは、最寄りの労働局、ハローワークまでお問い合わせください。 

建設事業主等に対する助成金（旧建設労働者確保育成助成金）厚生労働省ホームページ 

５．受講希望の申込み 

受講を希望される方は、「受講希望申込書.xlsx」に必要事項を入力の上、メールにてお申込みください。 

申込み期限：2022 年８月６日（土） 

申込み先メールアドレス：jpa@atsunyu.or.jp 

メール件名：受講希望の申込み 

メール添付：受講希望申込書.xlsx（入力済みのファイル） 

メール本文：不要 

※受講希望者が定員を超える場合は抽選となります。 

６．受講可否の通知 

受講希望を申し込まれた方全員に受講の可否をメールで通知します。 

通知日：８月 10 日（水） 

通知先アドレス：受講希望申込書の連絡先に記入されたメールアドレス 

通知元アドレス：jpa@atsunyu.or.jp 

メール件名：受講可否のご通知 

メール内容：受講希望者の氏名と受講の可否、受講可能な方には受講会場や必要書類の添付 

７．受講の申込み 

受講可能な方は、以下の要領で受講のお申込みが必要となります。 

（１）提出方法 

必要書類一式をメールで送信の上、レターパックプラス（赤）または簡易書留にてご郵送ください。 

提出期限：８月 25 日（木）※メール必着、消印有効 

（２）必要書類等 

●受講可能な方に配信される書類 

①受講申込書 

②実務経験証明書 

●準備する書類等 

③受講者本人の顔写真 ※受講申込書に貼り付け 

無帽、上半身。申請時より６カ月以内に撮影されたもの、縦 3.0cm×横 2.4cm 

④住民票 

抄本、受講申込みの６カ月以内のもの 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
mailto:jpa@atsunyu.or.jp


 4 / 4 

 

⑤職長経験証明書 

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 60 条による職長教育の修了証の写し、 

または事業主以外の元請の建設業者等が証明した「職長経験証明書」 

⑥受講資格を証する（ア）から（オ）のいずれかの資格証等の写し 

（ア）１級又は２級施工管理技士（土木・建築）資格の写し 

（イ）１級又は２級建設機械施工管理技士資格の写し 

（ウ）圧入施工技士１級又は２級の資格証の写し 

（エ）『玉掛技能講習・ガス溶接技能講習・ｱｰｸ溶接特別教育』の各講習修了証の写し、および

『杭圧入引抜機特別教育・車両系建設機械（整地）技能講習・車両系建設機械（基

礎）技能講習・移動式クレーン運転士』のうち 2 つ以上の講習または教育の修了証の写し 

（オ）『杭圧入引抜機特別教育・車両系建設機械（基礎）技能講習』の各講習修了証の写し、

および『移動式クレーン運転士・クレーン運転士』のうち選択した 1 つ以上の免許の写し 

⑦振込証憑の写し 

８．受講票の発送 

９月１日（木）以降にメールにてお送りします。 

９．講習当日に持参するもの 

①受講票 

②筆記用具（試験で使用するＢ以上の黒鉛筆またはシャープペンシルと消しゴムなど） 

※講習テキストは当日会場で配布します。 

※会場では、マスク着用、手指消毒、検温などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。 

10．お問い合わせ先 

一般社団法人全国圧入協会 

〒108-0075 東京都港区港南２丁目４番３号 三和港南ビル５階 

TEL：03-5781-9155    FAX：03-5781-9156 

URL：https://atsunyu.gr.jp/general/ 

Mail：jpa@atsunyu.or.jp 

 

以上 

https://atsunyu.gr.jp/general/
mailto:jpa@atsunyu.or.jp


年 月 日

） ）

年 月 日

受付番号2022年度 登録圧入工基幹技能者講習

8 12022申込日

受講希望申込書記入例

受講会場

圧入　太郎
1976 6 1

アツニュウ　タロウ

06-6537-6800

受講可否の通知など、申込み手続きに使用するメールアドレスと電話番号を記入してください。

電話

番号
jpa-kansai@atsunyu.gr.jp

550-0011〒

大阪府大阪市西区阿波座2丁目1番1号 大阪本町西第一ビルディング6階

勤

務

先

フリガナ

会社名

ゼンコクアツニュウキョウカイ

住 所

〒 108-0075

一般社団法人全国圧入協会

電話番号 03-5781-9155

東京都港区港南2丁目4番3号 三和港南ビル5階

※本申込書に記載された事項は、本講習の事務手続き以外には利用いたしません。

大阪会場（ 〇

現住所

受

講

者

メール

アドレス

連

絡

先

東京会場（

西暦

フリガナ

氏 名

生年月日


