
一般建築物石綿含有建材調査者講習のご案内 

石綿は、その吸引により肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあるこ

とから、石綿障害予防規則により石綿暴露防止のための措置が義務付けられています。 

これらの措置の一つとして、建築物等の解体・改修工事前に石綿の使用の有無の調査を

行うことが定められていますが、令和５年１０月からは、事前調査を行うものは一定の資格が

必要となります。 

 この講習は、令和５年１０月１日以降に事前調査を行うために必要な資格を付与するため

の講習です。 

  

開催日時   １日目    令和４年 10月 17日（月） 午前１０時００分～ 

         ２日目    令和４年 10月 18日（火） 午前 ９時３０分～ 

 

講習会場   京都経済センター 会議室 

         〒600-8009  京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８番地 

                   

講習種別   一般建築物石綿含有建材調査者講習 

※建築物石綿含有建材調査者講習は、 

  「一般建築物石綿含有建材調査者講習」 

  「一戸建て等石綿含有建材調査者講習」 

  「特定建築物石綿含有建材調査者講習」 

の３種類があります。 

今回の講習は、建築物全般を対象とする「一般建築物石綿含有

建材調査者講習」です 

 

受講料等     受講料金 ４４，０００円（税込み） 

テキスト代金              ５，２８０円（税込み） 

合計                           ４９，２８０円（税込み） 

※講義に使用するテキストは、中央労働災害防止協会発行の 

   「石綿含有建材調査者テキスト 一般建築物・一戸建て等用（第１版）」です。 

 テキストを購入される方には、受講が決定し、入金を確認した後、テキストを送付い

たします。（事前学習にご活用ください。） 

※既にテキストを入手している等により、テキストが不要の方については、 

 ４４，０００円（税込み）をお支払い下さい。 

受講料は、受講資格審査が終了した後に送付する受講票に請求書を同封させてい

ただきますので、請求書に基づいて指定口座への銀行振込によりお支払い下さい。

振込手数料は、別途ご負担いただきます。 

 

受講票交付後は原則としてキャンセルはできません。また、受講料の返金は行いま

せん。やむを得ない事情であると事務局が判断できた場合は、他の日程への受講日

の変更ができます。（但し、変更日程の会場定員の範囲内に限ります。） 



募集定員について  定員 54名 

※前回講習の振替等により、今回の受付人数は 20 名です。 

 

申込手続きの概略  以下の手順でのお申込みとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①FAXで予約申込をしてください 

②受付が出来ましたら、予約受付完了 FAX

を返信いたします 

（定員に達した場合は、受付けできません） 

③申込書を郵送してください 

（受講資格証明書類の添付が必要です） 

④書類の審査、受講資格の確認をします 

受講者様 京都労働基準協会 

⑤上記受講資格確認後、 

 受講票、請求書を送付します ⑥受講票到着後、7日以内に指定口

座に受講料等をお振込み下さい 

⑦入金確認後、テキストを送付します 

 （テキスト購入者のみ） 

受付完了 



申込方法 

 

① 予約申込み  FAX受付とします。 

              申込受付開始日時   令和４年 8月３日（水）午前 ９時～ 

               ※必ず開始日時以降に FAXにてお申し込みください 

              FAX番号    ０７５－３５３－３５２０・３５３０ 

   FAX予約申し込み書は別紙のとおりです。 

 

②予約完了のご連絡 

FAX 予約申込書を提出いただきましたら、折返し FAX にて「受付の可否」について

ご連絡をいたします。 

 

③申込書送付 

「予約受付しました」との連絡 FAX をさせていただいた方は、別紙の受講申込書に

受講資格証明書を添え、郵送にて申し込みをしてください。 

 

※FAX申込みの手順によらず申込書を提出された場合は、受け付けできません。 

 

 受講資格 

 この講習を受講するには、「石綿作業主任者技能講習の修了」や「学歴に応じた建
築や石綿含有建材調査等に関する実務経験年数」などの受講資格が必要となります。

別紙記載のいずれかの条件を満たしていることをご確認ください。 

次に、受講資格と提出書類一覧表から必要書類を確認し、受講資格証明書を

印刷して必要事項に記入・押印のうえ、受講申込書と一緒に郵送して下さい。 

※郵送に際しては、提出書類一覧表を確認してください。 

 

郵送先 

〒６００－８００９ 

 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８番地 京都経済センター 4階 

    公益社団法人 京都労働基準協会 京都上支部・下支部 

        TEL  ０７５－３５３－３５１３・３５２３ 

 

 

 



FAX予約申込書（兼 返信票） 

FAX受付開始日時  令和４年 8月 3日午前９時～ 
令和４年度第 5回 一般建築物石綿含有建材調査者講習 

令和４年 10月 17日～10月 18日実施 

京都労働基準協会 京都上支部・下支部 あて（FAX番号０７５－３５３－３５２０・３５３０） 

会社名 
 受講希望者 

氏   名 

予約番号 

（協会で記入します） 

所在地 

〒   

  

担当者名 
   

電話番号 
   

FAX番号 
 

 
FAX 受信環境がない場合は「なし」と記入してください 

  

担当者 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

   

  

 

 
予約完了後の手続きについては、京都労働基準協会のホームページに記載しておりますので、それに沿っ

て以下の通り正式申込手続きを進めてください 

（１）受付人数分について、受講申込書、受講資格書面等を郵送にて提出してください 

（本返信票到着から2週間以内に受講申込書の提出が無い場合は、予約を無効とさせていただきます。） 

（２）本講習には一定の受講資格があります。 

※個人事業主自身が受講者の場合、自身の経験年数を自身で証明することのみでは事実確認ができま

せん。つきましては、別途以下のような、経験年数を明らかにできる客観的資料を添付してください。 

例① 建設許可の写し（１１年以上前の日付のもの） 

② 加入している事業者団体・以前在籍していた会社の事業主・関係業者の事業主・先代事業主・ 

長く勤務している従業員など、受講者の経験年数を証明し得る者による証明 

受講申込書の審査が終了しましたら「受講票」と「請求書」を送付いたしますので、１週間以内に送金をお

願いいたします。 

（３）入金確認後、当協会からテキストを送付します。 

（事前学習されることをお勧めします。 テキストは講習当日、必ず持参してください） 

上記予約申込については 

京都労働基準協会  返信票 

協会記入欄 

FAX返信日 

   年   月   日 

★★必ずお読みください 



講習

郵
送

一般建築物石綿含有建材
調査者講習受講申込書

予約番号

   ※必ず記入して下さい

旧姓等併記希望の場合　　旧姓等：

※併記を希望する氏名等が確認できる書類（戸籍抄本、住民票の写し、自動車運転免
許証等）を当日受付時に提示してください。

カラー写真貼付

..............

６か月以内撮影

..無帽・正面..

...上三分身...

...背景無地...

３✕２.４ｃｍ

裏に氏名を記入

　
S　　・　　H

　　　年　　　月　　　日生

生
年
月
日

　←必ず記入

勤
務
先

電話
勤務先

 
受講者

FAX
勤務先

受講者

石綿

受講資格区分番号

フリガナ

この講習会は法令で「受講資格」が定められています。募集要綱の
「受講資格別受講申込必要書類等一覧表」「受講資格の内容」欄に対
応する「受講資格区分番号」を上記の四角内に記入して下さい。ま
た、申込書に添付していただく書類は、受講資格ごとに異なります。一
覧表を確認して添付漏れのないように注意して下さい。

←必ず記入して下さい

受
講
者

携帯番号（　　　　　　　　　  　　          　　　　　　　）

10/17・18

※記入不要です

氏名

住所

〒　　　   -

受講番号

テ
キ
ス
ト

□テキストを購入しない
使用するテキストは出版元の改訂などで予告なく変更することがあります。
（同じ表紙のテキストでも改訂等により、用語、ページ数等が異なる場合があります。）

　受講にはテキストが必要です。　テキストは受講料入金確認後、送付いたします（送料無料）

　すでにテキストがあるため、今回はテキストを購入しないときは、上覧にチェックしてください。

記入された個人情報は、当協会が責任を持って管理し、この講習の実施のためだけに使用します。（法令による場合を除く。）

公益社団法人 京都労働基準協会 会長　殿

労働基準協会　使用欄

実施管理者等 受付者

　　　　　年　　　　月　　　　日

請求書・受講票の送付先　いずれかに☑してください

□勤務先住所　　　　□受講者住所 □勤務先住所　　　　□受講者住所

修了証明書は後日、合格者に郵送します。
受講証明書は後日、不合格者に郵送します。

送付先　いずれかに☑してください

部署・氏名：

ご担当者メールアドレス：※お問合せ等に使用いたします。

担当
会社名

所在地

〒　　　   - 連
絡
先

京都労働基準協会への連絡等記入欄



受講資格と提出書類一覧表 

★受講資格証明の方法等について 

①実務経験年数・従事経験年数については、所属事業場の事業主、上司等による

証明が必要となります。 

②経験年数については、申込書作成時以降も実務・従事が継続される見込みの場

合、講習会の開催月まで積算した年数とすることができます。 

③受講資格区分により添付が必要な書類が異なります。受講資格区分別の必要

書類については、表内「必要書類」を参照して下さい。 

 

受講資格 

区分番号 

上段：受講資格（学歴・職歴、資格等） 

下段：必要書類（添付が必要な証明書等） 

実務経験年数 

１ 石綿作業主任者技能講習を修了した者 

→【必要書類】 

作業主任者技能講習修了証の写し 

実務経験年数不問 

２ 学校教育法による大学（短期大学を除く。）

において、建築に関する正規の課程または

これに相当する課程を修めて卒業した者 

→【必要書類】 

卒業証明書又は卒業証書の写し（※１）。

実務経験証明書（※２） 

卒業後の建築に関する実

務経験年数：２年以上 

３ 学校教育法による短期大学（修業年限が３

年であるものに限り、同法による専門職大

学の３年の前期課程を含む。）において、

建築に関する正規の課程またはこれに相

当する課程（夜間において授業を行うもの

を除く。）を修めて卒業した者（専門職大学

の前期課程にあっては、修了した者） 

→【必要書類】 

卒業証明書又は卒業証書の写し（※１）。

実務経験証明書（※２） 

卒業後の建築に関する実

務経験年数：３年以上 

４ 「２」に該当するものを除き、学校教育法に

よる短期大学（同法による専門職大学の前

期課程を含む。）または高等専門学校にお

いて、建築に関する正規の課程又はこれ

に相当する課程を修めて卒業した者 

→【必要書類】 

卒業証明書又は卒業証書の写し（※１）。

実務経験証明書（※２） 

卒業後の建築に関する実

務経験年数：４年以上 

５ 学校教育法による高等学校または中等教

育学校において、建築に関する正規の課

程またはこれに相当する課程を修めて卒

卒業後の建築に関する実

務経験年数：７年以上 



業した者 

→【必要書類】 

卒業証明書又は卒業証書の写し（※１）。

実務経験証明書（※２） 

６ 「２～５」に該当しない者（学歴不問） 

→【必要書類】 

実務経験証明書（※２） 

建築に関する実務経験年

数：１１年以上 

７ 労働安全衛生法等の一部を改正する法律

（平成１７年法律第１０８号）に規定する改

正前の労働安全衛生法別表第１８条第２２

号に掲げる特定化学物質作業主任者技能

講習を修了した者 

→【必要書類】 

作業主任者技能講習修了証の写し、実務

経験証明書（※２） 

石綿含有建材の調査に

関して実務経験年数：５年

以上 

８ 建築行政に関する者 

→【必要書類】 

実務経験証明書（※２） 

実務経験年数：２年以上 

９ 環境行政（石綿の飛散の防止に関するも

のに限る）に関する者 

→【必要書類】 

実務経験証明書（※２） 

実務経験年数：２年以上 

１０ 産業安全専門官若しくは労働衛生専門

官、産業安全専門官若しくは労働衛生専

門官であった者 

→【必要書類】 

実務経験証明書（※２） 

従事経験年数不問 

１１ 労働基準監督官として従事した経験を有す

る者 

→【必要書類】 

実務経験証明書（※２） 

従事経験年数：２年以上 

 

※１ 卒業証明書又は卒業証書の写しで、建築学に関する学科が明記されていない 

場合は、履修科目証明書若しくは成績証明書を併せて添付して下さい。受講資

格番号３で、専門職大学前期課程修了の場合は、修了証明書と読み替えて下さ

い。 

※２ 実務経験証明書は募集要項別添 2の様式を添付して下さい。なお、事業者が

受講資格の実務経験又は従事経験を満たしていることを証明できる任意の書面

でも結構です。  

受講資格確認のため、証明書類の原本を確認させていただく場合、また、追加

書類の提出をお願いする場合があります。受講資格が確認できない場合は受

講をお断りします。 



④申込書の内容確認、受講資格審査・受講決定 

 （ア）申込内容の確認及び受講資格の有無について受講申込書・添付書類の審査を行

います。この審査で申込書類に不足が無く、かつ審査を通過した方については、講

習日前までに受講票をお送りいたします。 

受講申込書の記載事項や添付書類に不備や不足がある場合は、追加資料の提出

等をお願いする場合があります。受講資格が確認できない場合は受講をお断りしま

す。 

 なお、記入事項に虚偽の事実が判明した場合は、講習終了後でもその資格は取

消となり、修了証明書や受講証明書は無効となります。 

 （イ）受講票交付後は原則としてキャンセルはできません。また、受講料の返金は行いま

せん。やむを得ない事情であると事務局が判断できた場合は、他の日程への受講

日の変更ができます。（但し、変更日程の会場定員の範囲内に限ります。） 

カリキュラム 

標準的なカリキュラムは以下のとおりです。 

１日目 

時 刻 内容・講習科目 講習時間 

9：30~ 

   10:00 
受付 

10:00~ 

   10:10 
ガイダンス 

10:10~ 

   11:10 
第１講 建築物石綿含有建材に関する基礎知識１ １時間 

11:10~ 

   11:20 
休憩 

11:20~ 

   12:20 
第２講 建築物石綿含有建材に関する基礎知識２ １時間 

12:20~ 

   13:10 
休憩（昼食休憩５０分） 

13:10~ 

   17:30 
(休憩 20 分

含む） 

第３講 石綿含有建材の建築図面調査 ４時間 

 

 

 

 

 

 

 

 



２日目 

時 刻 内容・講習科目 講習時間 

9:30~ 

   12:40 
(休憩 10 分

含む） 

第４講 
現場調査の実態と留意点 

（分析に関する部分を除く） 
3時間 

12:40~ 

   13:30 
休憩（昼食休憩 50分） 

13:30~ 

   14:30 
第 5講 建築物石綿含有建材調査書の作成 １時間 

14:30~ 

   14:35 
休憩 

14:35~ 

   15:35 
第 6講 

現場調査の実態と留意点 

（分析に関する部分） 
１時間 

15:35~ 

   15:40 
休憩 

15:40~ 

   17:20 
修了考査 １００分 

※標準的なカリキュラムですので、講習日程や講義の進捗状況によって変更となる

場合があります。初日の集合時刻等については、送付される受講票を必ずご確認く

ださい。 

講習当日の留意点について 

（１）本講習の修了証明書の発行要件（資格取得要件）は、 

  ①全てのカリキュラムの所定講義時間を受講すること 

  ②修了考査に合格すること 

 となっております。遅刻や早退によって受講時間が法律で定められた時間に満たな 

 い場合には修了考査の受験ができず、受講証明書の発行もできませんので注意し 

 て下さい。 

（２）講習当日は、受講票及び本人確認書面（自動車運転免許証、健康保険証等）を

ご用意下さい。 

（３）修了考査はマークシート方式です。鉛筆（HB以上）、消しゴムをご持参ください。 

修了考査について 

 （１）全講習科目を受講した方のみ、修了考査を受験することができます。受講時間 

  が法定時間に満たない場合は修了考査を受験できません。  

 （２）修了考査の制限時間は１００分です。 

 （３）修了考査は全４０問で４択方式です。合格水準は満点の６０％以上です。 

 （４）全講習科目を受講し、修了考査に合格された方には「修了証明書」を発行します。 

   （後日の郵送となります） 

 （５）修了考査が不合格となった場合は「受講証明書」を発行します。 

（後日の郵送となります） 

   受講証明書を添付して再試験を申し込むことにより、修了考査の日の属する年度  

末から２年の間に、当協会が実施する修了考査を受験（再試験）することができます。 

 （６）修了考査は、講義終了後直ちに実施されます。十分な事前学習をされて受講  

  されることを推奨いたします。 



区分
番号

①

② 年

③ 年

④ 年

⑤ 年

⑥ 年

⑦ 年

⑧ 年

⑨ 年

⑩

⑪ 年

㊞

２　記載した受講資格及び経験年数等について、下欄により事業主の証明を受けて下さい。なお、受講資格が
　　確認できる場合は、この様式以外の書面を添付していただいても結構です。

３　経験年数等証明書の他、受講資格ごとに、受講申込書に添付する書類や証明書が異なります。別添１受講
　　資格別受講申込必要書類等一覧表を確認して、添付漏れの無いようにご注意下さい。

経験年数等証明書（受講者氏名　　　　　　　　　　　）

受　講　資　格　一　覧　表

労働安全衛生法別表第18条第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
経験年数等の証明は必要
ありません。

学校教育法による大学（短期大学を除く。）において、建築に関する正規の課程又はこれに
相当する課程を収めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務経験を有する者

実務経験（　　　　）

学校教育法による短期大学（修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年
の前期課程を含む。）において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程（夜間に
おいて授業を行うものを除く。）を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程に
あっては、修了した後。④に同じ。）、建築に関して3年以上の実務経験を有する者

実務経験（　　　　）

（　　　　）

建築行政に関して2年以上の実務経験を有する者 実務経験

学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前記課程を含む。）又は高等専門学校
において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関
して4年以上の実務経験を有する者（③に該当するものを除く。）

実務経験（　　　　）

（　　　　）

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに
相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務経験を有する者

実務経験（　　　　）

建築に関して11年以上の実務経験を有する者 実務経験（　　　　）

１　該当する受講資格欄ごとに経験年数のカッコ内に実務経験等の年数を記載して下さい。

建築物石綿含有建材調査者講習　経験年数等証明書

上記受講資格欄番号（　　　　　）の実務経験又は従事経験は（　　　　　　）年以上有することを証明する。

受講資格の内容（学歴・職歴・資格等） 経験年数等

環境行政（石綿の飛散の防止に関するものに限る。）に関して2年以上の実務経験を有する
者

実務経験（　　　　）

労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全
専門官若しくは労働衛生専門官であった者

経験年数による制限はあ
りませんが、在官したこ
との証明が必要です。

労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者 従事経験（　　　　）

労働安全衛生法等の一部を改正する法律による改正前の労働安全衛生法別表第18条第22号に
掲げる特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して
5年以上の実務の経験を有する者

実務経験

令和　　　年　　　月　　　日

事 業 場 所 在 地

事 業 場 名

事 業 者 職 氏 名
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