－良質のコンクリート構造物の提供を目指して－

登録コンクリート圧送基幹技能者
２０２０（令和２）年度
認定試験のご案内
試験日程

２０２１（令和３）年１月２３日（土） 9:40～13:00

試験会場

大阪会場 於：ＣＩＶＩ研修センター 新大阪東
（大阪府大阪市東淀川区）
東京会場 於：ＣＩＶＩ研修センター 秋葉原
（東京都千代田区）

本年度の登録コンクリート圧送基幹技能者 認定試験につきまし
ては、本案内パンフレットの要領で実施いたします。
平成３０年度・令和元年度の登録講習の講義をすでに修了され
た方には、再度認定試験を受験できる権利を認めております。
本年度の受験をご希望される場合は、本案内パンフレットの受験
申込書に必要事項をご記載の上、全圧連事務局までお申込みい
ただきますようお願い申し上げます。
なお、平成３０年度の講義を修了された方は、本年度が最終受験
期限となりますが、令和元年度の講義を修了された方は、令和３年
度まで受験が可能です。

実施機関・お問い合わせ先

一般社団法人 全国コンクリート圧送事業団体連合会
東京都千代田区神田須田町 1－13－5 藤野ビル 7 階
ＴＥＬ ０３－３２５４－０７３１ ＦＡＸ ０３－３２５４－０７３２
ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．zenatsuren.com
（国土交通大臣登録基幹技能者講習機関 登録番号４）

受験資格

すでに 2018（平成３０)～2019（令和元）年度に登録基幹技能者登録講習
の講義を修了された方が対象となります

認定試験カリキュラム（予定）
月 日

時 間

時 限

9:00～9:30

１月２３日（土）

9:40～11:10
11:30～13:00

カリキュラム内容（予定）
受付

2時限
（3時間）

認定試験 （択一式および計算問題）

※東京会場・
大阪会場 同時実施

認定試験 （記述式）

認定試験の詳細な実施要領につきましては、受験申込後にお知らせいたします。

試験会場
【大阪会場】
CIVI（シーヴィ）研修センター 新大阪東 7 階 E703 会議室
大阪府大阪市東淀川区東中島 1-19-4 新大阪 NLC ビル
https://www.civi-c.co.jp/access.html
JR 新大阪駅 東口から 50m、または地下鉄御堂筋線 新大阪駅から徒歩 5 分
【東京会場】
CIVI（シーヴィ）研修センター 秋葉原 2 階 D203 会議室
東京都千代田区神田須田町 1-5-10 相鉄万世橋ビル
https://www.civi-c.co.jp/access_t.html
JR 秋葉原駅 電気街口から徒歩 5 分、または東京メトロ丸の内線 淡路町駅から徒歩 3 分、
東京メトロ銀座線 神田駅から徒歩 3 分、都営地下鉄新宿線 小川町駅から徒歩 3 分、ほか

受験費用
試験料 ・・・・・ 8,000 円
諸経費 ・・・・・ 7,000 円
合計費用 15,000 円
※全圧連の会員の方は、諸経費のうち 3，０００円が補助され、合計費用 12,000 円となります。

受験対策用のテキストは、昨年度または一昨年度の登録講習・試験でご使用のものをお使い下さい。
（『最新コンクリートポンプ圧送マニュアル』、『登録コンクリート圧送基幹技能者講習テキスト』）
テキストのご購入を希望される場合は、（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会までお申しつけ下さい。
宿泊が必要となる方は、お手数ですが各自ご手配願います。

申し込み方法
別紙の「受験申込書」に必要事項をご記入の上、（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会まで、郵送にてご送付
下さい。
受験資格を確認後、実施要領、受験票、受験費用の請求書をお送りしますので、期限までにお支払い下さい。

申込み期限： 2020（令和 2）年 12 月 28 日（月）まで
申し込み先
〒101－0041 東京都千代田区神田須田町 1－13－5
（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会

合格発表

藤野ビル 7 階

－ 2021（令和 3）年 2 月 28 日（日） －

合格者には「登録コンクリート圧送基幹技能者講習修了証」が発行され、(一財)建設業振興基金の「登録基幹技能者
データベース」（https://www.kensetsu-kikin.or.jp/humanresources/technician/data_top.php）に登録されます。

登録コンクリート圧送基幹技能者 認定委員の紹介
柳井 修司
（やない しゅうじ）
鹿島建設（株）
土木管理本部 土木技術部
担当部長

中田 善久
（なかた よしひさ）
日本大学
理工学部建築学科
教授

鈴木 澄江
（すずき すみえ）
工学院大学
建築学部建築学科
教授

陣内 浩
（じんない ひろし）
東京工芸大学
工学部建築学科
教授

南 浩輔
（みなみ こうすけ）
前田建設工業（株）
経営革新本部 人材戦略部
人事革新グループ長

田中 徹
（たなか とおる）
（一社）全国コンクリート圧送
事業団体連合会
技術委員長

住井 次郎
（すみい じろう）
（一社）全国コンクリート圧送
事業団体連合会
技術副委員長

十河 茂幸
（そごう しげゆき）
近未来コンクリート研究会
代表

和美 廣喜
（わみ ひろき）
島根大学 名誉教授

栗田 守朗
（くりた もりお）
清水建設(株)
土木技術本部 基盤技術部
担当部長

登録コンクリート圧送基幹技能者登録講習・試験を受講・受験される方への
助成金のご案内
「登録コンクリート圧送基幹技能者登録講習・試験」を従業員に受講・受験させた事業主の方に対して、受講に
係る経費、および受講者の賃金に係る助成金制度があります。

人材開発支援助成金 ［建設労働者技能実習コース］ （経費助成・賃金助成）
１．支給の対象者

雇用保険に加入する中小建設事業主

（注）資本金３億円以下または従業員３００名以下で、雇用保険料率が１０００分の１２（建設の事業）であること
等が必要です。
２．支給の要件
中小建設事業主が雇用する建設労働者に対し、勤務扱いで「登録基幹技能者登録講習・試験」を受講・受験
させた場合
３．助成金額 経費助成： 【２０人以下の中小建設事業主】
講習・試験料、教材費等の 75%
【２１人以上の中小建設事業主】
①35 歳未満の労働者：講習・試験料、教材費等の 70%
②35 歳以上の労働者：
賃金助成： 【２０人以下の中小建設事業主】
7,600 円／1 人・1 日あたり
【２１人以上の中小建設事業主】

〃

45%
・建設キャリアアップシステム登録者を受講させた事業主
・企業の生産性を向上させた事業主
に対しては、助成額が増額されます。

6,650 円／1 人・1 日あたり
※助成金手続きに必要な書類の電子データ（エクセル・PDF）は、厚生労働省のホームページからダウンロードが可能
です。
※厚生労働省～建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード先（ＵＲＬアドレス）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00008.html
※助成金の支給申請には、受講・受験者の氏名、受講・受験日（時間）数についての講習実施団体による証明が必
要です。（講習・試験終了後、全圧連にて申請書類に証明押印いたします。）
※助成金の申請期限は、講習・試験を受け終えた日から原則２ヶ月以内です。

☆過去の登録コンクリート圧送基幹技能者認定試験問題（択一式・記述式）が、全圧連のホームページより
ダウンロードできます。
受験される方は、必ず事前にチャレンジして下さい。
https://www.zenatsuren.com

２０２０（令和２）年度
登録コンクリート圧送基幹技能者 認定試験（追試試験） 受験申込書
フリガナ
氏

性別

名

生年月日

西暦

年

月

日

入社年月日

西暦

年

月

日

男

（

・ 女

顔写真貼付欄
無帽・無背景のものを
枠内に収まるように
しっかり貼付ください。
（裏面に氏名を記入）

才）

役職名

Ａ
自宅住所

〒
TEL

-

-

携帯電話番号（必須）

-

-

FAX

TEL

-

-

会社名
会社所在地
書類送付先

〒
TEL

-

-

受講者自宅を希望する
場合は、左欄に〇

希望会場（どちらかに〇）

Ｂ
講習修了年度（どちらかに〇）

大阪会場

東京会場

2020（令和 2）年 1 月 23 日（土）

2020（令和 2）年 1 月 23 日（土）

ＣＩＶＩ研修センター 新大阪東

ＣＩＶＩ研修センター 秋葉原

２０１８年度（平成３０年度）

２０１９年度（令和元年度）

受験対策用のテキストは、昨年度または一昨年度の登録講習・試験でご使用のものをお使い下さい。
（『最新コンクリートポンプ圧送マニュアル』、『登録コンクリート圧送基幹技能者講習テキスト』）
テキストのご購入を希望される場合は、（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会までお申しつけ下さい。
テキスト代金は実費になります。
≪個⼈情報について≫
※この用紙にご記入いただいた個人情報（以下「個人情報」という）は、登録基幹技能者の事務運営、および受講
者名簿の作成、受講・受験者への合格者通知の目的に限って利用させていただきます。個人情報の取り扱い
に関しましては、当会の個人情報保護方針に則り厳重に管理し、第三者への提供、社外への業務委託はおこ
ないません。

