一般社団法人 日本鋼構造協会 建築鉄骨品質管理機構が認定登録する

「鉄骨工事管理責任者」【新規用】
2022年度 認定考査受験案内
一般社団法人日本鋼構造協会では、建築関係各団体、学識経験者、行政参加の下に、建築鉄骨品質管理機構
を設置し、建築鉄骨の適正な品質を確保することによって鉄骨造建築物の品質保証体制を確立するために建築
鉄骨関連各種技術者の資格認定制度を実施しています。
この枠組みで1998年から行っている「鉄骨工事管理責任者」制度は、建築工事のうち鉄骨工事が適正に施工
されるよう、施工計画から工事の完了に至るまでの品質管理、施工管理等全般を管理する能力を有する責任者
資格です。具体的には建築鉄骨工事における鉄骨製作発注時の指示・指導、受入検査等による鉄骨の製品検査
及び現場工事の適正な管理を行うとともに、その内容を現場作業者に指導できる能力を有する技術者に与えら
れるものです。
本制度に認定登録された技術者は、建築主をはじめ工事監理者、工事施工者、行政担当者等により、建築鉄
骨専門の管理技術者として活用されています。
今般、「鉄骨工事管理責任者」の2022年度認定考査を次のとおり行いますのでご案内いたします。

＜受 験 資 格＞

※

設計・工事監理業または建設業に従事し、建築鉄骨工事の監・管理の実務経験が３年以上
※2021年度から従来の5年以上を3年以上に変更し、受験機会が拡大されました。

＜講習会・試験の実施方法＞
【講習会】 ： インターネットでオンデマンド配信する講習動画を各自で視聴（自宅・勤務先等）
・本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、講習会は会場での対面形式ではなく、
「講習動画（インターネットによるオンデマンド配信）」をご自身で選択した試験日までにご視聴いただきます。
※講習動画視聴は動画配信サービス［mooga（ﾑｰｶﾞ）］を利用しています。

【試 験】 ： 全国7都市に設定された実会場で筆記試験（マークシート方式）を受験
・試験は本人確認等の観点から、全国（7都市）で設定された試験会場で筆記試験を行います。
*筆記試験はテキスト持ち込み可です。試験日当日は、テキストを忘れずに持参してください。

＜講習動画配信スケジュール・試験開催日程・会場等＞
・講習動画配信：2022年8月中旬頃から試験日程終了まで
・試験開催日程：9月上旬から10月下旬

※いずれも詳細は次ページ以降をご参照ください。

＜受験料＞
講習・試験あわせて、１３，２００円（税込）

※お支払い方法は３ページ目をご参照ください。

＜申込期間＞
６月中旬～９月下旬
＜申込方法＞

※詳細は4ページ目を参照ください。

①日本鋼構造協会ホームページ（http://www.jssc.or.jp/）の「建築鉄骨技術者」→「鉄骨工事管理責任者」
新規申込画面から手続き後、Eメールで届く申込書（PDF）を印刷する。
②メールの案内に従い、受験料を支払い申込書を作成し、下記＜連絡先＞まで郵送する。
【注意】
※上記<申込方法>①のホームページの手続だけでは申込みは完了していません。印刷した書類を
郵送頂くことで、正式に申込み完了となります。
※ホームページからの手続後、必ず２週間以内に当協会に届くように受験申込書を郵送してください。
なお、２週間以内に届かず受験申込が完了していないまま募集定員に達してしまった場合は、
申込み自体が無効となりますので、くれぐれもご注意ください。
※インターネットを使用できる環境がない方は別途ご連絡ください。

＜連 絡 先＞

一般社団法人日本鋼構造協会

建築鉄骨品質管理機構

事務局

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目15-8 アミノ酸会館ビル3階
TEL.03-3516-2153 FAX.03-3516-2152 E-mail:info-obssq@jssc.or.jp

URL:http://www.jssc.or.jp

スマートフォン等の
場合は上記からも
申込みできます。

※大阪会場の9月3日(土）、10月21日(金)は両日とも好評につき〆切となっています。
なお追加で9月28日(水)に開催することとしています。詳しくはホームページをご覧ください。

鉄骨工事管理責任者 試験会場 【新 規】
＜開催日時・会場・定員・申込期限＞
試験は１日３回実施します。ご希望の日時、会場を選択してください。(試験時間：50分)
開催地

時間

A-01 大阪１-①

11：10～12：00

9月3日(土) A-02 大阪１-②

13：40～14：30

A-03 大阪１-③

15：40～16：30

A-04 広島①

11：10～12：00

9月9日(金) A-05 広島②

13：40～14：30

A-06 広島③

15：40～16：30

A-07 東京１-①

11：10～12：00

9月13日(火) A-08 東京１-②

13：40～14：30

日本教育会館 第二会議室（8F）
【805号・806号】

A-09 東京１-③

15：40～16：30

千代田区一ツ橋2-6-2

A-10 札幌①

11：10～12：00

開催日

会

場

定員

※必着日

30名
天満研修センター
大阪市北区錦町2-21

30名

8月19日

30名
20名

広島県情報プラザ

第2研修室

広島市中区千田町3-7-47

20名

8月26日

20名
50名
50名

8月30日

50名
25名

北農健保会館

芭蕉（313）

9月15日(木) A-11 札幌②

13：40～14：30

A-12 札幌③

15：40～16：30

A-13 仙台①

11：10～12：00

9月29日(木) A-14 仙台②

13：40～14：30

A-15 仙台③

15：40～16：30

A-16 東京２-①

11：10～12：00

10月1日(土) A-17 東京２-②

13：40～14：30

日本教育会館 第二会議室（8F）
【805号・806号】

A-18 東京２-③

15：40～16：30

千代田区一ツ橋2-6-2

A-19 福岡①

11：10～12：00

札幌市中央区北4条西7-1-4

宮城県建設産業会館
7階 第1・2会議室
仙台市青葉区支倉町2-48

25名

9月1日

25名
30名
30名

9月14日

30名
50名
50名

9月16日

50名
35名

天神ビル

11号（11F）

10月7日(金) A-20 福岡②

13：40～14：30

A-21 福岡③

15：40～16：30

A-22 名古屋①

11：10～12：00

10月13日(木) A-23 名古屋②

13：40～14：30

A-24 名古屋③

15：40～16：30

A-25 大阪２-①

11：10～12：00

10月21日(金) A-26 大阪２-②

13：40～14：30

A-27 大阪２-③

15：40～16：30

A-28 東京３-①

11：10～12：00

10月25日(火) A-29 東京３-②

13：40～14：30

日本教育会館 第二会議室（8F）
【805号・806号】

A-30 東京３-③

15：40～16：30

千代田区一ツ橋2-6-2

福岡市中央区天神2-12-1

名古屋国際会議場
会議室222+223
名古屋市熱田区熱田西町1-1

エル・おおさか(府立労働センター)
本館5階 研修室2
大阪市中央区北浜東3-14

35名

9月22日

35名
30名
30名

9月29日

30名
20名
20名

10月7日

20名
50名
50名

10月11日

50名

※

必着日にかかわらず各会場定員になり次第申込受付を締め切りますので、予めご了承ください。

※

受験申込書受理後の会場変更は対応いたしません。

【注意事項】
① 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、会場の定員を少なくして座席の距離を取る配慮をしています。
② 参加の際には必ずご自身でマスクをご用意ください。なお、マスクをしない方は入場をお断わりさせていただきますので予め
ご了承ください。また発熱や風症状等で体調がすぐれない場合は、参加をご遠慮ください。また会場内での食事は禁止します。
③ 筆記用具（鉛筆、消しゴム、付箋等）は各自ご用意ください。また筆記試験はテキスト持ち込み可です。
④ スマートフォン、タブレット、ウェラブル端末、携帯電話等の電卓機能は認めません。
⑤ 各会場とも、必着日にかかわらず、定員になり次第申込を締切りますので、予めご了承ください。
⑥ 各会場とも、受験者が一定人数に満たない場合は、中止することもありますのでご了承ください。
⑦ 会場、時間は都合により変更する場合があります。

【新規講習内容】
・下記プログラムの通り、オンデマンド講習動画をご自身の試験日まで視聴していただきます。
・ご自身の試験日までに、必ず全てのプログラムをご視聴ください。

プログラム１
プログラム２
プログラム３

講習内容
主旨説明 鉄骨工事の関連情報と計画
鉄骨製作管理と受入検査
鉄骨工事の現場施工管理

所要時間 *
約９０分
約９０分
約１１０分

※

* 所要時間は予定であり、変更の可能性があります。
動画視聴開始は、2022年8月中旬からを予定しております。

※

動画の視聴方法につきましては、別途ご案内いたします。

【受験料払込方法・払込先】
・払込方法

：郵便局備え付けの｢振込取扱票｣に、下記【加入者名】、【口座番号】を転記し、
通信欄に「鉄骨工事管理責任者認定考査受験申込」および
申込者の氏名をご記入の上、郵便局の窓口およびATMにてお支払いください。

（ホームページでのお手続き後に「払込取扱票」の見本がメール送付されますので合わせてご参照ください）

・払込先

：【加入者名】（一社）日本鋼構造協会 鉄骨工事管理責任者実行委員会
【口座番号】００１８０－９－１３９４９７
＊郵便振替以外の支払い方法は対応していませんのでご了承ください＊

【受験申込書郵送先】
・申込先：一般社団法人日本鋼構造協会 鉄骨工事管理責任者実行委員会
〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目15-8 アミノ酸会館ビル3F
TEL:03-3516-2153
FAX:03-3516-2152

【その他】
＊受験申込書受理後の試験会場変更および、試験時間変更は対応いたしません。
＊申込後に参加を取り止めた場合は、受験料の返却はいたしませんので、予めご了承ください。
＊受験票等関連書類は、申込受付完了後に随時、申込時に選択していただいた『通知先』にお送りい
たします。（勤務先もしくは現住所）

合否通知と認定登録申請
・合否の通知は２０２２年１２月下旬までに各人宛（勤務先もしくは現住所）に郵送いたします。
また、合格された方につきましては、資格を取得するためには別途「認定登録料」のお支払い
および「認定登録申請書」の提出が必要となります。提出には期限が定められておりますので
必ず締切日までに登録のお手続き（認定登録申請書の提出）をお願いいたします。
＊認定登録料：８，８００円（税込）
＊資格の有効期間：５年間（５年毎に更新手続を行うことにより更新します）
※料金は消費税率の変更によって変わる可能性があります。

【認定登録及び登録年月日】
・認定登録申請の受理後､書類審査及び建築鉄骨品質管理機構認定委員会の認定審査を経た上で、
鉄骨工事管理責任者として登録されます。
・登録は2023年4月1日付となります。
・認定証の発送は、2023年3月中旬から下旬を予定しています。

≪ 2022年度 鉄骨工事管理責任者【新規】受験申込手順は下記の通りです ≫

【 募 集 期 間 】 ６月中旬～９月下旬
1) 当協会ホームページ（http://www.jssc.or.jp/）鉄骨工事管理責任者新規申込画面より必要事項を入力する。
（手順は画面の説明に従ってください。）
2) 申込完了後すぐに「通知先」で選択したメールアドレス（現住所もしくは勤務先）に「受験申込書」
（PDF）および「受験料払込取扱票（見本）」（PDF）が添付された返信メールが届きます。
届いた「受験申込書」（PDF）および「受験料払込取扱票（見本）（PDF）を必ず印刷してください。
※返信メールは入力［送信］後すぐに返信されます。メールの返信が無い場合は事務局までご連絡ください。

受験料支払い手続き、「受験申込書」作成へ

【 受験料支払いおよび申込書の郵送 】 ６月中旬～１０月上旬
3) 2)で印刷をした「受験料払込取扱票（見本）」を参照の上、郵便局備え付けの「払込取扱票」に
「受験料払込取扱票」（見本）の内容を転記してお支払いください。
＊支払い方法の詳しい説明は３ページ目をご参照ください。

4）2)で印刷をした「受験申込書」の２枚目の貼付欄に、3)で受領した「払込票兼受領書（コピー）」
を貼付して、「受験申込書」の内容をご確認の上、実務経歴が印刷されている２枚目と伴に事務局まで
郵送してください。なお「受験申込書」１枚目の写真貼付（１ヵ所）のお忘れの無いようお願いします。
※

書類に不備があった場合は、申込書を受理することができませんので、くれぐれもご注意ください。

「講習動画」の視聴へ

【 講習動画の視聴 】（各自、自宅・勤務先等） ８月中旬～１０月下旬
5) ８月上旬より、事務局から受験票・テキスト・講習動画視聴(ネット配信)のご案内等が郵送されます。
※ 発送先は申込時『通知先』に選択入力した『自宅もしくは勤務先』にお送りします。
6) 5)に同封されている「講習動画視聴（ネット配信）のご案内」を参照していただき、ご自身の試験日
までに講習動画を必ず視聴してください。
※講習動画視聴は動画配信サービス［ＭＯＯＧＡ（ムーガ）］を利用しています。
※講習動画視聴はパソコン、スマートフォン、タブレット等で視聴可能です。

【 実会場で試験を受ける 】 ９月上旬～１０月下旬
7) 受験申込時に選択した試験会場にお越しいただき、筆記試験（マークシート）を受けていただきます。
※ 試験会場、日時（時間帯）のお間違えの無いようお越しください。
※ 試験会場および日時（時間帯）の変更はできませんので、予めご了承ください。
※ 受験票には必ずご自身の顔写真を貼付してご持参ください。また、本人確認の為
「顔写真付き身分証明書」（運転免許証、マイナンバーカード等）もお持ちください。
※ 試験会場では新型コロナウイルス対策を徹底いたします。別途ご案内しておりますが、
当日はマスク着用の上、検温等のご協力をお願いいたします。

