
 

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習開催のご案内 

長崎労働局長登録教習機関第００８－２号 (有効期間：２０２４年３月３０日)  

(公社)建設荷役車両安全技術協会長崎県支部  

 

標記講習会は､機体重量３トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務に 

必要な国家検定資格です。資格取得のための講習会を次の要領で開催しますので､関係者多数受講されま 

すようご案内申し上げます。 

 

１．開催日程及び会場  

 
日  程 

会 場 
１４時間・１０時間コース（２．５日間） 

学

科 

２０２０年 

  ２／１３(木)～１４(金) 

ポリテクセンター佐世保【 通 称 】 

佐世保市指方町６６８ 

実

技 

  ２／１５(土)又は１６(日) 

   ※当支部が指定します。 

(公社)建荷協 長崎県支部 実技会場 

(ポリテクセンター佐世保裏側) 

  佐世保市指方町１８７３－４ 

 

＊今回の募集定員は４０名といたします。受付状況はホームページにて随時更新します。 

  ＊学科・実技会場ともに指定の駐車場があります。※講習中、車の移動はできません。 

 

２．受講者の取得する資格   

  車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了（修了証交付） 

 

３．受講資格及び科目の一部免除  ※１８歳未満の者及び妊娠中の女性を除く 

  ①大型特殊自動車免許または大型特殊自動車第二種免許所有者 

  ②大型、中型、準中型、普通、大型二種、中型二種または普通二種免許を有し、かつ、 

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務に係る特別教育修了 

（修了証所有）後３ヶ月以上の運転経験者 

  ③不整地運搬車運転技能講習修了証所有者 

  ④１級建設機械施工技士（技術検定合格証所有）の中で、実地試験において、トラクター系 

建設機械操作施工法もしくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかった者 

  ⑤２級建設機械施工技士（技術検定合格証所有）の中で、第４種から第６種までの合格者 

 

４．受講料・テキスト代  

    Ⅰ．受講科目一部免除者（3－①・②・③）………２８，０８０円（消費税 10％込） 

    Ⅱ．受講科目一部免除者（3－④・⑤）……………２２，５８０円（消費税 10％込） 

 

受講料等内訳 Ⅰ．（3－①･②･③）該当者 Ⅱ．（3－④･⑤）該当者 

受 講 料 (内税) ２６，４００円 (2,400 円) ２０，９００円 (1,900 円) 

テキスト代 (内税)  １，６８０円   (152 円)  １，６８０円   (152 円) 

合   計 ２８，０８０円 (2,552 円) ２２，５８０円 (2,052 円) 

※振込納入後の受講料は原則として返納いたしません。 



５．講習科目・時間割（一部免除）  

 講 習 時 間 
講 習 科 目 

（ 必 須 科 目 ） 

１４時間コース 

１０時間コース 

学 

 

科 

【１日目】 

１３：３０～１６：５０ 
（途中休憩時間を含む） 

【２日目】 

８：３０～１５：５５ 

（昼休み及び途中休憩時間を含む） 

１６：０５～学科試験終了迄 

車両系建設機械の運転に必要な 

一般的事項に関する知識 
３時間 

車両系建設機械の作業に関する 

装置の構造、取扱い及び作業方 

法に関する知識 

５時間 

関係法令 １時間 

（学科修了試験） （１時間） 

実 

 

技 

【３日目】 

７：４５～１４：００ 
（昼休み及び途中休憩時間を含む） 

１４：１０～実技試験終了迄 

車両系建設機械の作業のための 

装置の操作 
５時間 

（実技修了試験） （１時間） 

※３－④・⑤に該当の方も、受講時間は３－①・②・③に該当の方と同じ時間数となります。 

※この時間割は講習の進行状況等により変更することがあります。 

※修了試験は、講習時間に含みません。 

 

６．申込方法  

別紙の受講申請書に必要事項を記入し､添付書類を同封の上､下記宛に送付して下さい。 

７．申込締切      ２０２０年１月２４日(金)締切 

◇書類到着後、事務局にて内容を確認し、先着順での受付となります。 

◇申込期間内のお申込みでも定員に達した場合、受付を締め切りますのでご了承下さい。 

※ご不明な点がありましたら､上記６の申込書送付先へお問い合わせ下さい。 

    受講票発送予定日は２０２０年１月２９日(水)です。受講料振込依頼文書も同封します。 

 

８．建設教育訓練助成金【技能実習 経費助成・賃金助成】について  

     中小建設事業主が、その雇用する建設労働者(雇用保険の被保険者に限る)に技能講習を所定労働 

時間内に受けさせた場合、助成金の請求ができます。 

       ※助成金についての問い合わせ先   長崎労働局 職業安定部 職業対策課 

                         長崎市万才町７－１ 住友生命長崎ビル６階 

                         ℡０９５－８０１－００４２ 

   

添付書類 

□ 写真 1 枚（サイズ縦 3.0 ㎝×横 2.4 ㎝）を申請書に貼付。※申請前６か月以内に撮影した

上三分身、正面脱帽・無背景のもの。この写真を修了証に使用します。 

□ 自動車免許証の写し（様式 1-2 へ両面とも貼付）【全員】 

  ※現住所と免許証上の住所が一致していない場合は、住民票の写しも添付して下さい。 

□ 特別教育修了証の写し（様式 1-2 へ学科・実技とも貼付）【３－②該当者】 

□ 技能講習修了証の写し（様式 1-2 へ貼付）【３－③該当者】 

□ 技術検定合格証の写し【３－④・⑤該当者】 

□ 受講票及び修了証送付用の封筒（長形３号等、定形でハガキが入る大きさのもの）を 

計２通（１通に８４円分の切手を、もう１通に４１４円分の切手を貼り、送付先を記入） 

  ※事業所から複数名同時受講の場合も、封筒は２通で構いません。 

送 付 先 
(公社)建設荷役車両安全技術協会長崎県支部 

〒854-0072 諫早市永昌町１０－８－２０２ ℡ 0957-49-8000 

出張講習のご案内 

当支部では、定期開催以外にも出張講習を承ります。（受講人数３０名以上） 

ご希望の際や詳細につきましては、上記６の申込書送付先へご連絡ください。 



様式　１

車両系建設機械運転技能講習受講申請書

（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

※受講会場及び受講日

佐世保 2020.2/13(木)～15(土)･16(日) 実技日：　　日(　) 受付番号

本
人
欄

ふりがな 性別

生年月日

現 住 所
〒　　　　　　　　

年　　　月　　　日　

氏　　名
男
・
女

満　　　歳　　

電　　話
固定
携帯

（　　　　）
（　　　　）

昭和
平成

講習の一部免除
の該当事項を○
で囲んで下さい

・大型特殊または大型特殊二種免許所有者
・大型、中型、準中型、普通、大型二種、中型二種
　または普通二種免許を有し、かつ、小型車両系建
　設機械運転の特別教育修了(修了証所有)後、３ヶ
　月以上の運転経験者
・不整地運搬車運転技能講習修了証所有者

・１級建設機械施工技士(技術検定合格証明書所有)
　の中で実地試験においてﾄﾗｸﾀｰ系もしくはｼｮﾍﾞﾙ系
　建設機械操作施工法を選択しなかった者
・２級建設機械施工技士(技術検定合格証明書所有)
　の中で第４種から第６種までの合格者

事
業
所
欄

事業所名
電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

所 在 地
〒　　　　　　　　

連絡責任者 職名 氏名

※受講票及び修了証の送付先に○をつけてください（自宅・事業所・その他　　　　　　　　　　　　）

【添付書類】
　①写真１枚（申請書に貼付。この写真を修了証に使用します）
　　※申請前６か月以内に撮影した上三分身、正面脱帽・無背景のもの。
　②免許証及び修了証等の写し（講習案内の受講対象者区分による。※別紙様式１-２へ貼付）
　　※現住所と免許証上の住所が一致していない場合は、住民票の写しも添付して下さい。
　③受講票及び修了証送付用の封筒（長形３号等、定形でハガキが入る大きさのもの）を
　　計２通（１通に８４円分の切手を、もう１通に４１４円分の切手を貼り、送付先を記入）
　　※事業所から複数名同時受講の場合も、封筒は２通で構いません。

写真貼付

縦3.0cm
横2.4cm

　 ※修了証に
　　 使用します

年　　月　　日　
経験
年数

年　　月

事業主証明
（住所･会社名･
　代表者名）

上記の運転経験について相違ないことを証明します。

㊞

小型車両系建設機
械の運転経験期間

自
昭和
平成
令和

年　　月　　日　～　 至
昭和
平成
令和

　令和　　年　　月　　日
受講者氏名
（本人署名）

㊞　（公社）建設荷役車両安全技術協会
　　　　長　崎　県　支　部　長　　殿

ご記入いただきました個人情報は、当支部が責任をもって管理し、本講習の目的以外には使用いたしません。
本申請書を当支部が受理した時点で、申込人が、当該利用目的に同意されたものとみなします。

※事務局使用欄につき記入不要

車両系建設機械運転技能講習修了証台帳
（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

修了証番号 第 号 交付年月日 令和 備　　考

学　　　科 実　　技 総　合

走行 作業
一般
知識

法令

合・否 合・否 合・否

計 合否の別 作業その他 合否の別 合否の別

令和元年10月改正



様式　１－２　　

※すべての文字・数字が見えるようにコピーし、
こちらへ貼付してください。

※すべての文字・数字が見えるようにコピーし、
こちらへ貼付してください。

(裏面に記載がなくても必要となります。)

自動車運転免許証の写し

 (表面) (裏面)

貼付欄 貼付欄

※貼付できない場合は添付してください

小型車両系建設機械運転の特別教育修了証(学科・実技とも)の写し、
不整地運搬車・車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証の写し等

 (表面) (裏面)

貼付欄 貼付欄

※すべての文字・数字が見えるようにコピーし、
こちらへ貼付してください。

※すべての文字・数字が見えるようにコピーし、
こちらへ貼付してください。


