
スキルアップセミナーは県立職業技術校等で開催する働く人をサポートする技術講習会です。
平成29年４月～６月に東部総合職業技術校で開催するメニュー型セミナーのうち建築分野
に関する講座をピックアップしました。

【セミナー問い合わせ先】

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4406/

【資格取得】　(注) 資格取得セミナーは、実施日初日に本籍地・写真・氏名がある本人証明が必要となります。

№ セミナー名 内容（概要） 対象者 定員 実施日
応募
締切日

受講料

東201

ガス溶接技能講習
※神奈川労働局長登
録教習機関
(登録番号８)

ガス溶接等に関する知識と安全作業を身につ
け、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了
することを目標にします。
修了時の試験合格者には「ガス溶接技能講習
修了証」が交付されます。
(作業着、作業帽、安全靴をご用意ください。)

労働安全衛生法に基づく技能講習
(ガス溶接)の受講が必要な方
(18歳未満の方が修了した場合は、
18歳になった時から修了証が有効
になります。)

10 5/8,9,11,12 4/10
 4,000円

要テキスト

東202 アーク溶接特別教育

アーク溶接に関する知識と安全作業を身につ
け、労働安全衛生法に基づく特別教育を修了
することを目標にします。
修了者には「アーク溶接特別教育修了証」が
交付されます。
(作業着、作業帽、安全靴をご用意ください。)

労働安全衛生法に基づく特別教育
(アーク溶接)の受講が必要な方

10
6/4,11,18,25
【日曜開催】

4/27
 4,000円

要テキスト

東303
電気取扱特別教育
(低圧)
(開閉器操作のみ)

修了者には「低圧電気取扱業務に係る特別教
育修了証(低圧電気取扱･開閉器操作のみ)が
交付されます。

労働安全衛生法に基づく特別教育
(低圧電気)の受講が必要な方

15
4/23,30

【日曜開催】
4/10

 2,000円
要テキスト

東304
電気取扱特別教育
(低圧)
(開閉器操作のみ)

修了者には「低圧電気取扱業務に係る特別教
育修了証(低圧電気取扱･開閉器操作のみ)が
交付されます。

労働安全衛生法に基づく特別教育
(低圧電気)の受講が必要な方

15
6/18,25

【日曜開催】
5/15

 2,000円
要テキスト

【受験準備】

№ セミナー名 内容（概要） 対象者 定員 実施日
応募
締切日

受講料

東301
第二種電気工事士試
験(筆記)上期講習

第二種電気工事士試験(筆記)の受験のため
に、理論、法規、鑑別、配線図等の演習をしま
す。

第二種電気工事士上期試験(筆記)
の受験を予定されている方

20

4/23,29,30,
5/13,14,21
【土・日曜開

催】

4/10
 6,000円

要テキスト

東302
第二種電気工事士試
験(技能)上期講習

第二種電気工事士試験(技能)の受験のため
に、基本的な作業と事前公表問題を演習しま
す。
(技能試験で使用する工具をご用意ください。)

基礎的な作業ができる方で、第二
種電気工事士試験（技能）の受験を
予定されている方

45
6/18,25,7/2,9
【日曜開催】

5/15
 4,000円

要テキスト

東608
消防設備士試験(乙種
第４類)直前講習

消防設備士試験(乙種第４類)の受験のため
に、自動火災報知設備、ガス漏れ火災報知設
備などの解説をします。

消防設備士試験(乙種第４類)の受
験を予定されている方

10
6/4,11,18,25
【日曜開催】

4/27
 4,000円

要テキスト

【スキルアップ】

№ セミナー名 内容（概要） 対象者 定員 実施日
応募
締切日

受講料

東601
フリーソフトを使用した
建築ＣＡＤ入門
STEP１(コマンド操作)

フリーソフト(Jw_cad)を使用して【コマンド操作】
に必要な基礎知識と技能を習得します。
(Windowsの基本操作等、パソコンの初歩的な
内容の講義はありません。)
使用ソフト：Jw_cad Ver7またはVer8

・建築一般図等の基礎的な知識を
有する方で、建築関係の業務に従
事している方または従事を希望され
る方
・はじめてJw_cadを使用される方

10
4/23,29

【土・日曜開
催】

4/10  2,000円

東604
建築3次元ＣＡＤ入門
(BＩM)

ＢＩＭ(ビルディング・インフォメーション・モデリン
グ)に特化した建築３次元ＣＡＤを使用して、建
物のモデリング・一般図・パース作成の基本操
作を習得します。設計変更が全体に反映さ
れ、整合性が維持できる【ＢＩＭを体験】します。
(Windowsの基本操作等、パソコンの初歩的な
内容の講義はありません。)
使用ソフト：Autodesk Revit 2017または2016

・建築一般図等の基礎的な知識を
有する方で、建築関係の業務に従
事している方または従事を希望され
る方
・はじめてRevitを使用される方

10
4/23,29

【土・日曜開
催】

4/10  2,000円

　　　　　

※他分野のセミナーや申込方法などはお問い合わせいただくか、当校のホームページをご覧ください。

　横浜市鶴見区寛政町28-2

　東部総合職業技術校

　Tel :045-504-3101（平日 8:30～17:15）

東部校 検索 

４月～６月開講

メニュー　・　オーダー　・　随　時　・　在校生

メニュー　・　オーダー　・　随　時　・　在校生

メニュー　・　オーダー　・　随　時　・　在校生

案内図

(返信面） (往信面）

①ご希望のセミナーNo.

②セミナー名

（あなたの） ③あなたの住所

①郵便番号 ④あなたの氏名

②住所 (1枚につき1名)

③氏名 ⑤日中の連絡先と電話番号

（携帯電話等）

⑥現在の仕事の職種

(裏面は白紙のまま） 裏面は東部校の

住所、校名を記載

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4406/


【スキルアップ】

№ セミナー名 内容（概要） 対象者 定員 実施日
応募
締切日

受講料

東603
建築ＣＡＤ入門
ＳＴＥＰ１
(２次元コマンド操作)

ＡｕｔｏＣＡＤを使用して【２次元コマンド操作】に
必要な基礎知識と技能を段階的に習得しま
す。
(Windowsの基本操作等、パソコンの初歩的な
内容の講義はありません。)
使用ソフト：AutoCAD 2017または2016

・建築一般図等の基礎的な知識を
有する方で、建築関係の業務に従
事している方または従事を希望され
る方
・はじめてAutoCADを使用される方

10 5/18,19 4/13  2,000円

東602
フリーソフトを使用した
建築ＣＡＤ入門
STEP２(平面図作図)

フリーソフトを使用した建築ＣＡＤ入門STEP１
(コマンド操作)の内容を踏まえて、フリーソフト
(Jw_cad)を使用して【RC造の建築平面図作図】
に必要な設定や操作の基礎知識と技能を習得
します。
(Windowsの基本操作等、パソコンの初歩的な
内容の講義はありません。)
使用ソフト：Jw_cad  Ver7またはVer8

・建築一般図等の基礎的な知識を
有する方で、建築関係の業務に従
事している方または従事を希望され
る方
・フリーソフトを使用した建築ＣＡＤ
入門STEP１(コマンド操作)を修了さ
れた方または同等の知識・経験を
有する方

10
6/18,25

【日曜開催】
5/15  2,000円

東605
壁紙の張り方
(ビニール)
STEP1(無地)

壁紙(ビニール壁紙(無地))の施工作業を学び
ます。
(作業着をご用意ください。)

壁紙の施工法の基礎知識を身につ
けたい方

15 6/19,20 5/15  2,000円

東606
竹垣の施工技術
(基礎編)

竹材による四つ目垣の施工法を学びます。
(作業着をご用意ください。)

造園やエクステリア関連の業務に
従事している方

15
4/23,30

【日曜開催】
4/10  2,000円

東607
ガーデニング施工技術
(花壇編)

花壇作製及び花苗植え付けの基礎的な施工
法を学びます。
(作業着をご用意ください。)

造園やエクステリア関連の業務に
従事している方

10 6/1,2 4/27  2,000円

東609
ビル設備管理技術者
基礎講習

テスター、メガー等、計測器の使い方や安定器
交換、Vベルト交換等、設備管理で行う実務内
容について解説します。
(作業着をご用意ください。)

設備管理業務で行われる日常点検
等を習得したい方

10 5/24,31 4/19  2,000円

①　往復はがきによる申込

　次の記入方法により当校あてお申し込みください。

　応募締切後10日以内に返信はがきにて詳細をお知らせします。

スキルアップセミナーの申し込み方法

 

■お問い合せ・ご相談先 
 

〒230-0034  横浜市鶴見区寛政町28-2 

 東部総合職業技術校 在職者訓練グループ 
 

 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4406/p507263.html 

 

 電話：045-504-3101 

 受付時間 平日 8:30～17:15 
 

このほかにも、ご希望に沿ったオーダー型訓練も 

開催しますのでご相談ください。 

メニュー　・　オーダー　・　随　時　・　在校生

メニュー　・　オーダー　・　随　時　・　在校生

メニュー　・　オーダー　・　随　時　・　在校生

案内図

(返信面） (往信面）

①ご希望のセミナーNo.

②セミナー名

（あなたの） ③あなたの住所

①郵便番号 ④あなたの氏名

②住所 (1枚につき1名)

③氏名 ⑤日中の連絡先と電話番号

（携帯電話等）

⑥現在の仕事の職種

(裏面は白紙のまま） 裏面は東部校の

住所、校名を記載


