令和４年度「登録硝子工事基幹技能者講習・修了試験」実施案内
「登録硝子工事基幹技能者」は、建設業法施行規則第１８条の３の２の規定に
基づき、国土交通省により認定された資格です。
全国板硝子工事協同組合連合会（全硝工連）と全国板硝子商工協同組合連合会
（全硝連）は両団体連名で、平成２７年１月２２日国土交通大臣より登録基幹
技能者講習実施機関として、登録番号「３３」を取得致しました。
令和４年度に登録硝子工事基幹技能者資格の取得を希望される方は、以下の
募集要項を良くお読みいただき、受講の申し込みをして下さい。

令和４年度登録硝子工事基幹技能者講習・修了試験の流れ
令和４年度登録硝子工事基幹技能者講習の募集は
東京会場３０名、福岡会場３０名です。
今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、
実施を延期または中止する可能性があります。
また講習会当日は、マスク着用、手指消毒・検温等の感染
防止対策へのご協力をお願いいたします。
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登録硝子工事基幹技能者講習を受講される方への
助成金のご案内
「登録硝子工事基幹技能者講習」を従業員に受講させた事業主の
方に対して、受講者の賃金等に係る助成金制度【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））】が
利用できる場合があります。
【厚生労働省ホームページはこちら

000923337.pdf (mhlw.go.jp)】

助成金を申請する場合には、事前に最寄りの都道府県労働局、
またはハローワーク等でご確認ください。

１．開催概要
（１）令和４年度講習及び修了試験の日程と開催会場
令和４年８月２７日（土）～８月２８日（日）
１日目：講習 10：30～18：20（受付開始 10：00～）
【日時】
２日目：講習 10：15～16：20（受付開始 10：00～）
東
京
修了試験 16：50～17：50
会
プラザ ANS ビル３階プラザマーム会議室【会場地図参照】
場
【場所】
〠103‐0007

福
岡
会
場

東京都中央区日本橋浜町１－１－１２
令和４年９月１０日（土）～９月１１日（日）
１日目：講習 10：30～18：20（受付開始 10：00～）
【日時】
２日目：講習 10：15～16：20（受付開始 10：00～）
修了試験 16：50～17：50
福岡朝日ビルディング地下１階会議室【会場地図参照】
【場所】

〠812‐0011
福岡市博多区博多駅前２－１－１
※ 今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、
実施を延期、または中止する可能性があります。
※ 講習会場は新型コロナウイルス感染症対策としてソーシャルディスタン
スを確保した上で、マスク着用、手指消毒・検温等を実施いたします。
（２）募集定員
東京：定員３０名
福岡：定員３０名
なお、申込者が多数の場合には、講習委員会にて人数を調整させていただく
ことがあります。
（３）講習の内容
講習は、講義（2 日間 計 11 時間）及び修了試験（1 時間）により行います。
講義科目と内容
科 目
内 容
講義時間
工事現場における基幹技能者に求められる
３０分
基幹技能一般知識 位置付け・役割・業務知識・指導及び統率
に関する科目
工事現場における基幹技能者に求められる
３０分
指導・統率と OJT 手法
硝子工事の技術に ガラスの知識
２４０分
関する科目
硝子工事の専門知識
基幹技能者関係法 労働安全衛生法その他関係法規に関する
６０分
令に関する科目
事項
施工管理・施工計画に関する事項
７０分
建設工事の施工管
５０分
理、施工計画、工程 工程管理に関する事項
管理、原価管理、品 原価管理に関する事項
３０分
質管理、安全管理に 品質管理に関する事項
５０分
関する科目
安全管理に関する事項
１００分
合

計

６６０分

（４）修了試験の科目と内容
試験は講義の科目に応じ、それぞれの内容について１時間行います。
試験問題は四者択一式で、講義の内容全てから計３０問出題します。
２．受講要領
（１）受講資格は次の要件を全て満たすこと。
① 板硝子工事の施工現場において１０年以上の実務経験を有する者
② 職長・安全衛生責任者講習修了者で、板硝子工事の施工現場において３
年以上の職長経験を有する者
③ 次の資格のいずれかを有する者
イ．１級建築施工管理技士または２級建築施工管理技士（仕上げ）
ロ．優秀施工者国土交通大臣表彰者（建設マスター）
ハ．１級ガラス施工技能士
【職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）に基づく】
（２）受講の申込方法
① 申込書類の内容
イ．受講申込書【様式１】
必要事項を記入の上、捺印してください。
ロ．実務経験証明書（兼 誓約書）【様式２、様式２追加】
当該申請者の事業主が証明したもの。受講者本人が事業主の場合は、
記載事実に相違ない旨の誓約署名をしてください。
ハ．情報公開に係る同意書【別紙１】
ニ．職長・安全衛生責任者講習修了証のコピー
なお、平成 18 年以前の修了者は「職長のためのリスクアセスメント教育」
の修了証コピー、または職長実務経験証明書【様式２－１】に元請建設
業者の証明を貰って提出してください。
ホ．資格を証明する合格証などのコピー
資格基準のうち、いづれか１つのコピー（Ａ４サイズ）を添付してくだ
さい。
１）１級建築施工管理技士または２級建築施工管理技士（仕上げ）
２）優秀施工者国土交通大臣表彰者（建設マスター）
３）１級ガラス施工技能士
② 申込書類の送付方法と送付先
上記の申込書類（イ～ニ全て）を折らずに角２封筒に入れ、
郵送してください。
｢登録基幹技能者講習申込書類 在中｣と明記のこと。
送 付 方 法 東京会場分
令和４年７月１日（金）～７月１５日（金）到着分
福岡会場分
令和４年７月１９日（火）～７月２９日（金）到着分

〠103-0007
東京都中央区日本橋浜町２－３８－９－６０２
全国板硝子工事協同組合連合会内
送 付 先
登録硝子工事基幹技能者講習委員会事務局宛
（どちらかに
送付して
〠103-0007
ください。） 東京都中央区日本橋浜町２－３８－９－６０１
全国板硝子商工協同組合連合会
登録硝子工事基幹技能者講習委員会事務局宛
③ 申込書類の入手方法
全硝連 HP からダウンロードするか、以下の実施団体宛にご請求ください。
全硝連ホームページ（URL：http://www.zenshouren.jp）
事務局 全国板硝子工事協同組合連合会 TEL：03‐6413‐6222
全国板硝子商工協同組合連合会 TEL：03‐5649‐8577
（３）受講資格の審査と受講者の決定
講習委員会は申込書類について、資格審査を実施の上、受講者を決定し、
東京会場については７月２２日（金）、福岡会場については８月５日（金）
までに申込者全員にその結果をお知らせし、その後の手続きに必要な案内
を送付いたします。
なお、申込者が多数の場合は人数調整をすることがあります。
（４）受講決定後の必要な手続き
受講決定者には受講までに必要な手続きをお知らせしますので、それに基づ
いて以下の手続きをお願いします。
① 受講料の振込 ５５，０００円（税込）
振

込

みずほ銀行（０００１） 日本橋浜町出張所（７８５）
先 口座番号
普通預金 １０６４９２２
口座名義
登録硝子工事基幹技能者講習委員会

宿泊・食事（講習時の昼食など）は各自で手配してください。
申込者が欠席の場合でも、原則として受講料の返金はいたしません。
② 次にあげる書類の準備をお願いします。
イ．写真１枚（縦３０mm×横２４mm、無帽、無背景）
写真裏には、必ずお名前をご記入ください。
ロ．住民票（受講申込の３か月以内のもの コピー不可）
ハ．講習の受講料が払い込まれている証明書、振込明細等のコピー
③ 受講手続き書類の送付期限
上記の書類（イ～ハ全て）を封筒（定型サイズで可）に入れ、以下の期限
までに郵送してください。
｢登録基幹技能者講習手続き書類 在中｣と明記のこと。
送付先は（２）②をご参照ください。
なお、受講する会場で締切日が異なりますのでご注意ください。
東京会場分：令和４年８月 ３日（水）必着
福岡会場分：令和４年８月１７日（水）必着

（５）受講票・教科書の送付
講習委員会は手続き書類を確認したのち、東京会場については令和４年
８月１２日（金）までに、福岡会場については令和４年８月２６日（金）
までに、受講者全員に対して受講Ｎｏ・写真を貼付した受講票と教科書を
送付しますので、事前学習の上、講習に臨んでください。
（６）講習会当日に持参するもの
① 受講票
② 事前配布した教科書
③ 筆記用具（試験で使用する B 以上の黒鉛筆と消しゴムをご持参ください。）
なお、講習当日に受講票、教科書のない者は受講できません。
また、原則として遅刻、早退は認められません。
さらに、講習会場でのマスク着用、手指消毒、検温等の感染防止対策への
ご協力をお願いいたします。
３．合格発表及び試験問題の公表
（１）合格発表日 令和４年９月３０日（金）の予定
（２）受講者全員に「合否判定結果のお知らせ」を、また合格者には「ヘルメ
ット用貼付シール（３枚組）」もあわせて郵送いたします。
さらに、合格者の受講番号を全硝連ＨＰで公表いたします。
【全硝連 HP：http://www.zenshouren.jp】
（３）試験問題及び合格判定の基準は、一定期間、上記ホームページで公表い
たします。
ただし、内容に関する問い合わせについては一切応じません。
４．講習修了証（写真入りカード）の交付及び「登録基幹技能者データベース」
への登録について
修了試験合格者は「登録硝子工事基幹技能者」として認定し、１０月下旬頃に
「登録硝子工事基幹技能者講習修了証（写真入りカード）」が交付されます。
また、（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」
（http://www.yoi-kensetsu.com/kikan/data_top.php）に登録硝子工事基幹
技能者として登録され、情報公開に係る同意書【別紙１】を提出された方に
ついては、氏名、フリガナ、都道府県、所属組織、修了年月日を公表いたし
ます。
５．講習修了証の有効期限及び更新申請
講習修了証の有効期限は「登録硝子工事基幹技能者講習修了証」の交付日か
ら５年間です。
有効期限は更新講習の受講によって、更に５年間延長になります。
講習修了証の更新方法などは別途お知らせいたします。
６．不合格者への特例措置
講習を受講し、修了試験を不合格になった者は、翌年度中かつ１回に限り、
講義受講を免除した上で、修了試験を受けることができます。
詳細は別途ご案内いたします。
７．個人情報に関する取扱い
（１）法令等の遵守

登録硝子工事基幹技能者講習委員会は、登録硝子工事基幹技能者の個人情報
を取扱うにあたり、個人情報保護に関する法令等を遵守します。
（２）利用目的
利用目的は次の通りです。
①登録硝子工事基幹技能者講習の申込資格審査及び個人認証のため
②登録硝子工事基幹技能者に硝子工事に関連した情報を提供するため
③登録硝子工事基幹技能者の講習、修了証等の再発行および更新のため
④資格制度を整備するデータベースのため
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
加工した統計資料等を作成するため
（３）適正な取得
登録硝子工事基幹技能者講習委員会は、登録硝子工事基幹技能者の個人情報
を偽りその他の不正手段で取得することはいたしません。
（４）第三者への提供
登録硝子工事基幹技能者講習委員会は、次の場合を除き個人情報を第三者に
提供することはいたしません。
①登録硝子工事基幹技能者より、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、登録硝
子工事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、または児童の健全な育成推進のために特に必要がある場
合であって、登録硝子工事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、また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
硝子工事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）安全管理
登録硝子工事基幹技能者講習委員会は、個人情報の漏洩、減失または毀損の
防止その他安全管理のための必要かつ適切な措置を講じます。
（６）個人情報管理者の指導・監督
登録硝子工事基幹技能者講習委員会は、個人情報を取扱うにあたっては、個
人情報の安全管理が図られるよう指導及び適切な監督を行います。
（７）委託先の監督
登録硝子工事基幹技能者講習委員会は、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。
（８）苦情対応
登録硝子工事基幹技能者講習委員会は、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。
以上

