
　　　　 　　　　

販売先販売先販売先販売先

(学科)(学科)(学科)(学科)

(実地)(実地)(実地)(実地)

2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)
～～～～

3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)
～～～～

(学科)(学科)(学科)(学科)

(実地)(実地)(実地)(実地)

2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)
～～～～

3月23日(金)3月23日(金)3月23日(金)3月23日(金)
～～～～

(学科)(学科)(学科)(学科)

(実地)(実地)(実地)(実地)

2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)
～～～～

3月23日(金)3月23日(金)3月23日(金)3月23日(金)
～～～～

(学科)(学科)(学科)(学科)

(実地)(実地)(実地)(実地)

2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)
～～～～

3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)
～～～～

(学科)(学科)(学科)(学科)

(実地)(実地)(実地)(実地)

2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)
～～～～

3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)
～～～～

(学科)(学科)(学科)(学科)

(実地)(実地)(実地)(実地)

～～～～

上期試験上期試験上期試験上期試験
～～～～

舗舗舗舗

装装装装

　　　　

〒900-8503　〒900-8503　〒900-8503　〒900-8503　那覇市久茂地1-1-1那覇市久茂地1-1-1那覇市久茂地1-1-1那覇市久茂地1-1-1（（（（ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾘｳﾎﾞｳ7ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾘｳﾎﾞｳ7ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾘｳﾎﾞｳ7ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾘｳﾎﾞｳ7FFFFﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰﾘﾌﾞﾛﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰﾘﾌﾞﾛﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰﾘﾌﾞﾛﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰﾘﾌﾞﾛ内内内内）　9：00～18：00(）　9：00～18：00(）　9：00～18：00(）　9：00～18：00(休業日休業日休業日休業日：：：：土土土土････日日日日････祝祭日)祝祭日)祝祭日)祝祭日)

１１１１級管工事施工管理技術検定試験級管工事施工管理技術検定試験級管工事施工管理技術検定試験級管工事施工管理技術検定試験

１１１１級電気工事施工管理技術検定試験級電気工事施工管理技術検定試験級電気工事施工管理技術検定試験級電気工事施工管理技術検定試験

１１１１級建築施工管理技術検定試験級建築施工管理技術検定試験級建築施工管理技術検定試験級建築施工管理技術検定試験

2級土木施工管理検定試験(学科2級土木施工管理検定試験(学科2級土木施工管理検定試験(学科2級土木施工管理検定試験(学科のみのみのみのみ前期)前期)前期)前期) 3月7日(水)3月7日(水)3月7日(水)3月7日(水)

　　　　〃　　　　  　　　　〃　　　　  　　　　〃　　　　  　　　　〃　　　　  (学科(学科(学科(学科のみのみのみのみ後期)後期)後期)後期)※※※※

1月19日(金)1月19日(金)1月19日(金)1月19日(金)
～～～～

2月16日(金)2月16日(金)2月16日(金)2月16日(金) 2月2日(金)2月2日(金)2月2日(金)2月2日(金)

2級電気施工管理検定試験2級電気施工管理検定試験2級電気施工管理検定試験2級電気施工管理検定試験(学科(学科(学科(学科のみのみのみのみ前期)前期)前期)前期)※※※※

2級管施工管理検定試験(学科2級管施工管理検定試験(学科2級管施工管理検定試験(学科2級管施工管理検定試験(学科のみのみのみのみ前期)前期)前期)前期) 3月7日(水)3月7日(水)3月7日(水)3月7日(水) 3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木) 6月3日(日)6月3日(日)6月3日(日)6月3日(日) 7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)

日本下水道事業団日本下水道事業団日本下水道事業団日本下水道事業団

(公社)沖縄県宅地建物取引業協会(公社)沖縄県宅地建物取引業協会(公社)沖縄県宅地建物取引業協会(公社)沖縄県宅地建物取引業協会

沖縄県職業能力開発協会沖縄県職業能力開発協会沖縄県職業能力開発協会沖縄県職業能力開発協会

9月18日(火)予定9月18日(火)予定9月18日(火)予定9月18日(火)予定

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

5月21日(月)5月21日(月)5月21日(月)5月21日(月)

下水道技術検定下水道技術検定下水道技術検定下水道技術検定（（（（合格者合格者合格者合格者））））

宅地建物取引士宅地建物取引士宅地建物取引士宅地建物取引士

3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木) 6月3日(日)6月3日(日)6月3日(日)6月3日(日) 7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)

3月9日(金)3月9日(金)3月9日(金)3月9日(金)

平成31年2月22日(金)平成31年2月22日(金)平成31年2月22日(金)平成31年2月22日(金)

～～～～

7月6日(金)7月6日(金)7月6日(金)7月6日(金)

〒900-0021 〒900-0021 〒900-0021 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7那覇市泉崎1-12-7那覇市泉崎1-12-7那覇市泉崎1-12-7 098-861-4837098-861-4837098-861-4837098-861-4837

　  　  　  　  ○○○○そのそのそのその他刊行物他刊行物他刊行物他刊行物のののの問問問問いいいい合合合合わせ わせ わせ わせ →→→→　 　 　 　 沖縄県官報販売所沖縄県官報販売所沖縄県官報販売所沖縄県官報販売所（（（（TELTELTELTEL：098-867-1726）：098-867-1726）：098-867-1726）：098-867-1726）

　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　(学科(学科(学科(学科のみのみのみのみ後期)後期)後期)後期)

土木(土木(土木(土木(ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾄﾝﾈﾙｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾄﾝﾈﾙｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾄﾝﾈﾙｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾄﾝﾈﾙ関係)等関係)等関係)等関係)等・その・その・その・その他他他他 丸善丸善丸善丸善

仕様書仕様書仕様書仕様書・・・・標準図標準図標準図標準図・・・・施工管理施工管理施工管理施工管理・・・・積算積算積算積算・・・・建築関係建築関係建築関係建築関係 一般社団法人 公共建築協会一般社団法人 公共建築協会一般社団法人 公共建築協会一般社団法人 公共建築協会

048-421-2076048-421-2076048-421-2076048-421-2076

〒104-0033　〒104-0033　〒104-0033　〒104-0033　東京都中央区新川1-24-8東京都中央区新川1-24-8東京都中央区新川1-24-8東京都中央区新川1-24-8・6・6・6・6FFFF 03-3523-038103-3523-038103-3523-038103-3523-0381

(土木技術(土木技術(土木技術(土木技術・・・・職長安全職長安全職長安全職長安全・・・・建築技術建築技術建築技術建築技術・・・・建設営業建設営業建設営業建設営業マンマンマンマン））））手帳手帳手帳手帳 清文社清文社清文社清文社 〒530-0041 〒530-0041 〒530-0041 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-6大阪市北区天神橋2-2-6大阪市北区天神橋2-2-6大阪市北区天神橋2-2-6 06-6135-405006-6135-405006-6135-405006-6135-4050

〒100-0013 〒100-0013 〒100-0013 〒100-0013 東京都千代田区霞東京都千代田区霞東京都千代田区霞東京都千代田区霞ヶヶヶヶ関3-3-1関3-3-1関3-3-1関3-3-1 03-3503-208103-3503-208103-3503-208103-3503-2081

下水道関係図書下水道関係図書下水道関係図書下水道関係図書 公益社団法人 日本下水道協会公益社団法人 日本下水道協会公益社団法人 日本下水道協会公益社団法人 日本下水道協会 〒101-0047 〒101-0047 〒101-0047 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-10-12東京都千代田区内神田2-10-12東京都千代田区内神田2-10-12東京都千代田区内神田2-10-12 03-6206-026003-6206-026003-6206-026003-6206-0260

港湾工事共通仕様書港湾工事共通仕様書港湾工事共通仕様書港湾工事共通仕様書 一般財団法人 港湾空港建設技術一般財団法人 港湾空港建設技術一般財団法人 港湾空港建設技術一般財団法人 港湾空港建設技術ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

〒900-0036 〒900-0036 〒900-0036 〒900-0036 那覇市西3-4-5那覇市西3-4-5那覇市西3-4-5那覇市西3-4-5 098-868-8400098-868-8400098-868-8400098-868-8400

土木工事請負必携土木工事請負必携土木工事請負必携土木工事請負必携 一般社団法人 沖縄一般社団法人 沖縄一般社団法人 沖縄一般社団法人 沖縄しまたてしまたてしまたてしまたて協会協会協会協会 〒901-2122 〒901-2122 〒901-2122 〒901-2122 浦添市字勢理客4-18-1 浦添市字勢理客4-18-1 浦添市字勢理客4-18-1 浦添市字勢理客4-18-1 ４４４４階階階階 098-879-2097098-879-2097098-879-2097098-879-2097

(機械(機械(機械(機械／／／／電気)設備工事一般仕様書電気)設備工事一般仕様書電気)設備工事一般仕様書電気)設備工事一般仕様書・・・・標準図(標準図(標準図(標準図(ｾｯﾄ)ｾｯﾄ)ｾｯﾄ)ｾｯﾄ) 一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会

機械機械機械機械・・・・電気設備工事一般仕様書電気設備工事一般仕様書電気設備工事一般仕様書電気設備工事一般仕様書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※県土木下水道建設事務所県土木下水道建設事務所県土木下水道建設事務所県土木下水道建設事務所HPHPHPHPにににに掲載掲載掲載掲載

沖縄県土木建築部下水道建設事務所沖縄県土木建築部下水道建設事務所沖縄県土木建築部下水道建設事務所沖縄県土木建築部下水道建設事務所 〒900-0029 〒900-0029 〒900-0029 〒900-0029 那覇市旭町116-37 南部合同庁舎9階那覇市旭町116-37 南部合同庁舎9階那覇市旭町116-37 南部合同庁舎9階那覇市旭町116-37 南部合同庁舎9階 098-868-3484098-868-3484098-868-3484098-868-3484

土木工事安全施工技術指針土木工事安全施工技術指針土木工事安全施工技術指針土木工事安全施工技術指針／／／／のののの解説解説解説解説

工事写真工事写真工事写真工事写真のののの撮撮撮撮りりりり方方方方（（（（建築編)建築編)建築編)建築編)

一般社団法人 沖縄県建設業協会一般社団法人 沖縄県建設業協会一般社団法人 沖縄県建設業協会一般社団法人 沖縄県建設業協会 〒901-2131 〒901-2131 〒901-2131 〒901-2131 浦添市牧港5-6-8浦添市牧港5-6-8浦添市牧港5-6-8浦添市牧港5-6-8 098-876-5211098-876-5211098-876-5211098-876-5211

委託業務共通仕様書委託業務共通仕様書委託業務共通仕様書委託業務共通仕様書 沖縄県土地改良事業団体連合会沖縄県土地改良事業団体連合会沖縄県土地改良事業団体連合会沖縄県土地改良事業団体連合会（（（（水土里水土里水土里水土里ネットおきなわネットおきなわネットおきなわネットおきなわ）））） 〒901-1112 〒901-1112 〒901-1112 〒901-1112 南風原町字本部453-3南風原町字本部453-3南風原町字本部453-3南風原町字本部453-3 098-888-4511098-888-4511098-888-4511098-888-4511

建築工事監理指針建築工事監理指針建築工事監理指針建築工事監理指針（（（（上巻上巻上巻上巻・・・・下巻下巻下巻下巻））））

土木工事共通仕様書土木工事共通仕様書土木工事共通仕様書土木工事共通仕様書（（（（農業農村整備編農業農村整備編農業農村整備編農業農村整備編））））

　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ※※※※県農林水産部村県農林水産部村県農林水産部村県農林水産部村づくりづくりづくりづくり計画課計画課計画課計画課HPHPHPHPにににに掲載掲載掲載掲載

沖縄県農林水産部村沖縄県農林水産部村沖縄県農林水産部村沖縄県農林水産部村づくりづくりづくりづくり計画課計画課計画課計画課 〒900-8570 〒900-8570 〒900-8570 〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 県庁10階那覇市泉崎1-2-2 県庁10階那覇市泉崎1-2-2 県庁10階那覇市泉崎1-2-2 県庁10階 098-866-2263098-866-2263098-866-2263098-866-2263

土地改良等土地改良等土地改良等土地改良等におけるにおけるにおけるにおける赤土等流出防止対策設計指針赤土等流出防止対策設計指針赤土等流出防止対策設計指針赤土等流出防止対策設計指針

　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ※※※※県農林水産部村県農林水産部村県農林水産部村県農林水産部村づくりづくりづくりづくり計画課計画課計画課計画課HPHPHPHPにににに掲載掲載掲載掲載

公共建築工事標準仕様書 公共建築工事標準仕様書 公共建築工事標準仕様書 公共建築工事標準仕様書 ※※※※建築工事共通仕様書建築工事共通仕様書建築工事共通仕様書建築工事共通仕様書からからからから名称変更名称変更名称変更名称変更

公益社団法人 沖縄県建築士会公益社団法人 沖縄県建築士会公益社団法人 沖縄県建築士会公益社団法人 沖縄県建築士会 〒901-2101 〒901-2101 〒901-2101 〒901-2101 浦添市字西原1-4-26浦添市字西原1-4-26浦添市字西原1-4-26浦添市字西原1-4-26 098-879-7727098-879-7727098-879-7727098-879-7727

土木工事施工管理基準土木工事施工管理基準土木工事施工管理基準土木工事施工管理基準　　　　※※※※県技術建設業課県技術建設業課県技術建設業課県技術建設業課HPHPHPHPにににに掲載掲載掲載掲載 沖縄県土木建築部技術沖縄県土木建築部技術沖縄県土木建築部技術沖縄県土木建築部技術・・・・建設業課建設業課建設業課建設業課 〒900-8570 〒900-8570 〒900-8570 〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 県庁11階那覇市泉崎1-2-2 県庁11階那覇市泉崎1-2-2 県庁11階那覇市泉崎1-2-2 県庁11階 098-866-2374098-866-2374098-866-2374098-866-2374

2級管工事施工管理技術検定試験(学2級管工事施工管理技術検定試験(学2級管工事施工管理技術検定試験(学2級管工事施工管理技術検定試験(学････実)実)実)実)

11月18日(日)11月18日(日)11月18日(日)11月18日(日)

赤土等流出防止対策技術赤土等流出防止対策技術赤土等流出防止対策技術赤土等流出防止対策技術（（（（指針(案)指針(案)指針(案)指針(案)／／／／技術手帳技術手帳技術手帳技術手帳））））

土木工事共通仕様書土木工事共通仕様書土木工事共通仕様書土木工事共通仕様書　 　 　 　 ※※※※県技術建設業課県技術建設業課県技術建設業課県技術建設業課HPHPHPHPにににに掲載掲載掲載掲載

一般財団法人 沖縄県建設技術一般財団法人 沖縄県建設技術一般財団法人 沖縄県建設技術一般財団法人 沖縄県建設技術センターセンターセンターセンター 〒902-0064 〒902-0064 〒902-0064 〒902-0064 那覇市寄宮1-7-13那覇市寄宮1-7-13那覇市寄宮1-7-13那覇市寄宮1-7-13 098-832-8442098-832-8442098-832-8442098-832-8442

7月31日(火)7月31日(火)7月31日(火)7月31日(火)
～～～～

☆  ☆  ☆  ☆  書籍販売先一覧書籍販売先一覧書籍販売先一覧書籍販売先一覧

名        称名        称名        称名        称 問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 所在地所在地所在地所在地

入札参加資格登録者名簿 入札参加資格登録者名簿 入札参加資格登録者名簿 入札参加資格登録者名簿 ※※※※県技術建設業課県技術建設業課県技術建設業課県技術建設業課HPHPHPHPにににに掲載掲載掲載掲載

電話番号電話番号電話番号電話番号

～～～～

7月17日(火)7月17日(火)7月17日(火)7月17日(火)

6月3日(日)6月3日(日)6月3日(日)6月3日(日) 7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)

管工事管工事管工事管工事：042-300-6855：042-300-6855：042-300-6855：042-300-6855

(一財)全国建設研修(一財)全国建設研修(一財)全国建設研修(一財)全国建設研修ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ

しまたてしまたてしまたてしまたて

協会協会協会協会

平成31年3月6日(水)平成31年3月6日(水)平成31年3月6日(水)平成31年3月6日(水)2級造園施工管理技術検定試験(学2級造園施工管理技術検定試験(学2級造園施工管理技術検定試験(学2級造園施工管理技術検定試験(学････実)実)実)実)

11月18日(日)11月18日(日)11月18日(日)11月18日(日)7月31日(火)7月31日(火)7月31日(火)7月31日(火)
～～～～

7月17日(火)7月17日(火)7月17日(火)7月17日(火)7月31日(火)7月31日(火)7月31日(火)7月31日(火)
～～～～

平成31年3月8日(金)平成31年3月8日(金)平成31年3月8日(金)平成31年3月8日(金)平成31年1月20日(日)平成31年1月20日(日)平成31年1月20日(日)平成31年1月20日(日)11月2日(金)11月2日(金)11月2日(金)11月2日(金)9月20日(木)9月20日(木)9月20日(木)9月20日(木)

技能士技能士技能士技能士（（（（職業能力開発促進法職業能力開発促進法職業能力開発促進法職業能力開発促進法））））

資    格    名資    格    名資    格    名資    格    名

(一財)電気技術者試験(一財)電気技術者試験(一財)電気技術者試験(一財)電気技術者試験ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ 03-3552-769103-3552-769103-3552-769103-3552-7691

7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)

2級造園施工管理検定試験(学科2級造園施工管理検定試験(学科2級造園施工管理検定試験(学科2級造園施工管理検定試験(学科のみのみのみのみ前期)前期)前期)前期)

１１１１級造園施工管理技術検定試験級造園施工管理技術検定試験級造園施工管理技術検定試験級造園施工管理技術検定試験

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 電話番号電話番号電話番号電話番号

しまたてしまたてしまたてしまたて

協会協会協会協会

(一社)日本建設機械施工協会(一社)日本建設機械施工協会(一社)日本建設機械施工協会(一社)日本建設機械施工協会

〒105-0001 〒105-0001 〒105-0001 〒105-0001 東京都港区芝公園3-5-8東京都港区芝公園3-5-8東京都港区芝公園3-5-8東京都港区芝公園3-5-8

機械振興会館機械振興会館機械振興会館機械振興会館

03-3433-157503-3433-157503-3433-157503-3433-1575

1･21･21･21･2級建設機械施工技術検定試験級建設機械施工技術検定試験級建設機械施工技術検定試験級建設機械施工技術検定試験

しまたてしまたてしまたてしまたて協会協会協会協会・・・・道建協道建協道建協道建協

沖縄県建築士会沖縄県建築士会沖縄県建築士会沖縄県建築士会にてにてにてにて

願書販売(879-7727)願書販売(879-7727)願書販売(879-7727)願書販売(879-7727)

２２２２級建築士級建築士級建築士級建築士 例年3月頃例年3月頃例年3月頃例年3月頃～～～～

1月12日1月12日1月12日1月12日（（（（金金金金）～2）～2）～2）～2月23日月23日月23日月23日（（（（金金金金）））） 2月9日2月9日2月9日2月9日（（（（金金金金）～2）～2）～2）～2月23日月23日月23日月23日（（（（金金金金）））） 6月24日(日)6月24日(日)6月24日(日)6月24日(日)

(一社)日本道路建設業協会(一社)日本道路建設業協会(一社)日本道路建設業協会(一社)日本道路建設業協会

03-6280-503803-6280-503803-6280-503803-6280-5038

☆  ☆  ☆  ☆  そのそのそのその他関係試験問他関係試験問他関係試験問他関係試験問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

1級1級1級1級・2・2・2・2級舗装施工管理技術者資格試験級舗装施工管理技術者資格試験級舗装施工管理技術者資格試験級舗装施工管理技術者資格試験

学科(7月)学科(7月)学科(7月)学科(7月)････製図(10月)製図(10月)製図(10月)製図(10月)
(公財)建築技術教育普及(公財)建築技術教育普及(公財)建築技術教育普及(公財)建築技術教育普及ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ

(03-6261-3310)(03-6261-3310)(03-6261-3310)(03-6261-3310)

※※※※九州支部(092-471-6310)九州支部(092-471-6310)九州支部(092-471-6310)九州支部(092-471-6310)

(一財)建設業振興基金(一財)建設業振興基金(一財)建設業振興基金(一財)建設業振興基金

03-5473-458103-5473-458103-5473-458103-5473-4581

沖建協(本部沖建協(本部沖建協(本部沖建協(本部････各支部)各支部)各支部)各支部)にてにてにてにて

無料配布無料配布無料配布無料配布

(申込時(申込時(申込時(申込時にににに申込書代\300)申込書代\300)申込書代\300)申込書代\300)

建建建建

築築築築

士士士士

１１１１級建築士級建築士級建築士級建築士 例年4月頃例年4月頃例年4月頃例年4月頃～～～～ 例年4月頃例年4月頃例年4月頃例年4月頃～～～～

例年3月頃例年3月頃例年3月頃例年3月頃～～～～ 学科(7月)学科(7月)学科(7月)学科(7月)････製図(9月)製図(9月)製図(9月)製図(9月)

平成31年3月10日(日)平成31年3月10日(日)平成31年3月10日(日)平成31年3月10日(日)

5月10日(木)5月10日(木)5月10日(木)5月10日(木)～～～～ 5月10日(木)5月10日(木)5月10日(木)5月10日(木)～～～～

下期試験下期試験下期試験下期試験

11月16日(金)11月16日(金)11月16日(金)11月16日(金)～～～～

12月18日(火)12月18日(火)12月18日(火)12月18日(火)

11月16日(金)11月16日(金)11月16日(金)11月16日(金)
～～～～

6月19日(火)6月19日(火)6月19日(火)6月19日(火) 9月9日(日)9月9日(日)9月9日(日)9月9日(日)

建設業経理事務士検定試験3建設業経理事務士検定試験3建設業経理事務士検定試験3建設業経理事務士検定試験3・4・4・4・4級級級級

3･43･43･43･4級建設業経理事務士特別研修級建設業経理事務士特別研修級建設業経理事務士特別研修級建設業経理事務士特別研修

8月8月8月8月～10～10～10～10月月月月のののの内内内内、、、、

3級3級3級3級（3（3（3（3日日日日））））・4・4・4・4級級級級（2（2（2（2日日日日））））

経経経経

理理理理

建設業経理士検定試験1建設業経理士検定試験1建設業経理士検定試験1建設業経理士検定試験1・2・2・2・2級級級級

5月18日(金)5月18日(金)5月18日(金)5月18日(金)～～～～

6月19日(火)6月19日(火)6月19日(火)6月19日(火)

5月18日(金)5月18日(金)5月18日(金)5月18日(金)

12月18日(火)12月18日(火)12月18日(火)12月18日(火)

※※※※平成19年度平成19年度平成19年度平成19年度よりよりよりより経理士検定試験(経理士検定試験(経理士検定試験(経理士検定試験(１１１１・・・・２２２２級)級)級)級)につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、年年年年２２２２回開催回開催回開催回開催するするするする事事事事となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

試    験    名試    験    名試    験    名試    験    名 願書販売期間願書販売期間願書販売期間願書販売期間 申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間 試    験    日試    験    日試    験    日試    験    日 実施機関実施機関実施機関実施機関 願書販売先願書販売先願書販売先願書販売先

8月2日(火)予定8月2日(火)予定8月2日(火)予定8月2日(火)予定

8月下旬8月下旬8月下旬8月下旬～9～9～9～9月中旬月中旬月中旬月中旬 11月21日(水)予定11月21日(水)予定11月21日(水)予定11月21日(水)予定

☆  ☆  ☆  ☆  そのそのそのその他資格試験他資格試験他資格試験他資格試験 ※※※※平成17年度平成17年度平成17年度平成17年度をもってをもってをもってをもって、2、2、2、2級建設業経理事務士級建設業経理事務士級建設業経理事務士級建設業経理事務士のののの特別研修特別研修特別研修特別研修はははは終了終了終了終了しましたしましたしましたしました。。。。

2月1日(木)2月1日(木)2月1日(木)2月1日(木)
～～～～

4月2日(月)4月2日(月)4月2日(月)4月2日(月) 3月2日(金)3月2日(金)3月2日(金)3月2日(金)
～～～～

4月2日(月)4月2日(月)4月2日(月)4月2日(月)

平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)2級電気工事施工管理技術検定試験(学2級電気工事施工管理技術検定試験(学2級電気工事施工管理技術検定試験(学2級電気工事施工管理技術検定試験(学････実)実)実)実)

12月2日(日)12月2日(日)12月2日(日)12月2日(日) 平成31年3月6日(水)平成31年3月6日(水)平成31年3月6日(水)平成31年3月6日(水)

平成31年1月18日(金)平成31年1月18日(金)平成31年1月18日(金)平成31年1月18日(金)

5月21日(月)5月21日(月)5月21日(月)5月21日(月)

9月2日(日)9月2日(日)9月2日(日)9月2日(日)

6月17日(日)6月17日(日)6月17日(日)6月17日(日)

　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　(　(　(　(学科学科学科学科のみのみのみのみ後期)後期)後期)後期)

　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　(　　(　　(　　(学科学科学科学科のみのみのみのみ後期)後期)後期)後期)
平成31年1月18日(金)平成31年1月18日(金)平成31年1月18日(金)平成31年1月18日(金)

5月7日(月)5月7日(月)5月7日(月)5月7日(月)
～～～～

5月21日(月)5月21日(月)5月21日(月)5月21日(月)

9月2日(日)9月2日(日)9月2日(日)9月2日(日) 10月4日(木)10月4日(木)10月4日(木)10月4日(木)

3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)3月22日(木)3月7日(水)3月7日(水)3月7日(水)3月7日(水)

12月2日(日)12月2日(日)12月2日(日)12月2日(日) 平成31年2月22日(金)平成31年2月22日(金)平成31年2月22日(金)平成31年2月22日(金)

〒187-8540〒187-8540〒187-8540〒187-8540

東京都小平市喜平町2-1-2東京都小平市喜平町2-1-2東京都小平市喜平町2-1-2東京都小平市喜平町2-1-2

10月4日(木)10月4日(木)10月4日(木)10月4日(木)

5月7日(月)5月7日(月)5月7日(月)5月7日(月)

4月16日(月)4月16日(月)4月16日(月)4月16日(月)
～～～～

5月21日(月)5月21日(月)5月21日(月)5月21日(月)

7月31日(火)7月31日(火)7月31日(火)7月31日(火)

～～～～

造造造造　　　　園園園園：042-300-6866：042-300-6866：042-300-6866：042-300-6866

7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)

4月16日(月)4月16日(月)4月16日(月)4月16日(月)
～～～～

～～～～

2月16日(金)2月16日(金)2月16日(金)2月16日(金)

6月10日(日)6月10日(日)6月10日(日)6月10日(日)

6月10日(日)6月10日(日)6月10日(日)6月10日(日)3月23日(金)3月23日(金)3月23日(金)3月23日(金)

7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)

10月14日(日)10月14日(日)10月14日(日)10月14日(日) 平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)

7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)
～～～～

7月6日(金)7月6日(金)7月6日(金)7月6日(金)

　　　　〃　　　　 　　　　〃　　　　 　　　　〃　　　　 　　　　〃　　　　     (学科(学科(学科(学科のみのみのみのみ後期)後期)後期)後期)※※※※

7月6日(金)7月6日(金)7月6日(金)7月6日(金)
～～～～

7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金) 11月11日(日)11月11日(日)11月11日(日)11月11日(日)

平成31年1月25日(金)平成31年1月25日(金)平成31年1月25日(金)平成31年1月25日(金)

2級建築施工管理技術検定試験(学2級建築施工管理技術検定試験(学2級建築施工管理技術検定試験(学2級建築施工管理技術検定試験(学････実)実)実)実)

6月10日(日)6月10日(日)6月10日(日)6月10日(日)

平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)

～～～～

2月16日(金)2月16日(金)2月16日(金)2月16日(金)

6月10日(日)6月10日(日)6月10日(日)6月10日(日) 7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)

3月9日(金)3月9日(金)3月9日(金)3月9日(金)

2級土木施工管理技術検定試験(学2級土木施工管理技術検定試験(学2級土木施工管理技術検定試験(学2級土木施工管理技術検定試験(学････実)実)実)実)

1月19日(金)1月19日(金)1月19日(金)1月19日(金)
～～～～

2月16日(金)2月16日(金)2月16日(金)2月16日(金)

2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)2月23日(金)
～～～～

１１１１級土木施工管理技術検定試験級土木施工管理技術検定試験級土木施工管理技術検定試験級土木施工管理技術検定試験

平成31年2月5日(火)平成31年2月5日(火)平成31年2月5日(火)平成31年2月5日(火)

(一財)建設業振興基金(一財)建設業振興基金(一財)建設業振興基金(一財)建設業振興基金

（（（（試験研修本部試験研修本部試験研修本部試験研修本部））））

〒105-0001〒105-0001〒105-0001〒105-0001

東京都港区虎東京都港区虎東京都港区虎東京都港区虎ノノノノ門4-2-12門4-2-12門4-2-12門4-2-12

03-5473-158103-5473-158103-5473-158103-5473-1581

しまたてしまたてしまたてしまたて

協会協会協会協会

7月6日(金)7月6日(金)7月6日(金)7月6日(金)

(一財)全国建設研修(一財)全国建設研修(一財)全国建設研修(一財)全国建設研修ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ

〒187-8540〒187-8540〒187-8540〒187-8540

東京都小平市喜平町2-1-2東京都小平市喜平町2-1-2東京都小平市喜平町2-1-2東京都小平市喜平町2-1-2

042-300-6860042-300-6860042-300-6860042-300-6860

沖建協沖建協沖建協沖建協

(本部(本部(本部(本部････

支部)支部)支部)支部)

しまたてしまたてしまたてしまたて

協会協会協会協会

沖建協沖建協沖建協沖建協

(本部(本部(本部(本部････

支部)支部)支部)支部)

しまたてしまたてしまたてしまたて

協会協会協会協会

平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)平成31年2月1日(金)

平成31年1月25日(金)平成31年1月25日(金)平成31年1月25日(金)平成31年1月25日(金)

11月11日(日)11月11日(日)11月11日(日)11月11日(日)7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)

7月23日(月)7月23日(月)7月23日(月)7月23日(月) 7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)7月9日(月)
～～～～

7月23日(月)7月23日(月)7月23日(月)7月23日(月) 10月28日(日)10月28日(日)10月28日(日)10月28日(日)

2月2日(金)2月2日(金)2月2日(金)2月2日(金)

10月14日(日)10月14日(日)10月14日(日)10月14日(日)

3月23日(金)3月23日(金)3月23日(金)3月23日(金)

平成31年1月10日(木)平成31年1月10日(木)平成31年1月10日(木)平成31年1月10日(木)

～～～～

3月30日(金)3月30日(金)3月30日(金)3月30日(金)

7月1日(日)7月1日(日)7月1日(日)7月1日(日) 8月17日(金)8月17日(金)8月17日(金)8月17日(金)

10月7日(日)10月7日(日)10月7日(日)10月7日(日) 平成31年1月16日(水)平成31年1月16日(水)平成31年1月16日(水)平成31年1月16日(水)

平成30年度建設関係資格試験平成30年度建設関係資格試験平成30年度建設関係資格試験平成30年度建設関係資格試験・・・・研修等実施日程表研修等実施日程表研修等実施日程表研修等実施日程表

☆  ☆  ☆  ☆  施工管理技士試験施工管理技士試験施工管理技士試験施工管理技士試験

試    験    名試    験    名試    験    名試    験    名 願書販売期間願書販売期間願書販売期間願書販売期間 申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間 試  験  日試  験  日試  験  日試  験  日

(((( 一一一一 社社社社 )))) 沖沖沖沖 縄縄縄縄 県県県県 建建建建 設設設設 業業業業 協協協協 会会会会

平平平平 成成成成 30303030 年年年年 2222 月月月月 6666 日日日日 現現現現 在在在在

～～～～
7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)7月20日(金)

電話番号電話番号電話番号電話番号

098-862-4278098-862-4278098-862-4278098-862-4278

098-861-3402098-861-3402098-861-3402098-861-3402

合格発表合格発表合格発表合格発表／／／／備考備考備考備考 実  施  機  関実  施  機  関実  施  機  関実  施  機  関

3月16日(金)3月16日(金)3月16日(金)3月16日(金)

～～～～

3月30日(金)3月30日(金)3月30日(金)3月30日(金)

資    格    名資    格    名資    格    名資    格    名

電気主任技術者(第1種電気主任技術者(第1種電気主任技術者(第1種電気主任技術者(第1種････第2種第2種第2種第2種））））

電気主任技術者(第3種電気主任技術者(第3種電気主任技術者(第3種電気主任技術者(第3種））））

電気工事士(第1種電気工事士(第1種電気工事士(第1種電気工事士(第1種････第2種第2種第2種第2種））））

資 格 名資 格 名資 格 名資 格 名

6月22日(金)6月22日(金)6月22日(金)6月22日(金)

　　　　〃　　　　  　　　　〃　　　　  　　　　〃　　　　  　　　　〃　　　　  (学科(学科(学科(学科のみのみのみのみ後期)後期)後期)後期)

6月25日(月)6月25日(月)6月25日(月)6月25日(月)

6月22日(金)6月22日(金)6月22日(金)6月22日(金)

2級建築施工管理検定試験2級建築施工管理検定試験2級建築施工管理検定試験2級建築施工管理検定試験(学科(学科(学科(学科のみのみのみのみ前期)前期)前期)前期)※※※※

建設機械建設機械建設機械建設機械

施工技士施工技士施工技士施工技士

土   木土   木土   木土   木

施工管理技士施工管理技士施工管理技士施工管理技士

(願書税込600円)(願書税込600円)(願書税込600円)(願書税込600円)

建   築建   築建   築建   築

施工管理技士施工管理技士施工管理技士施工管理技士

(願書税込600円)(願書税込600円)(願書税込600円)(願書税込600円)

(学科(学科(学科(学科のみのみのみのみ願書300円)願書300円)願書300円)願書300円)

※※※※学科学科学科学科のみのみのみのみ願書願書願書願書はははは

振興基金振興基金振興基金振興基金のみでのみでのみでのみで販売販売販売販売

電   気電   気電   気電   気

施工管理技士施工管理技士施工管理技士施工管理技士

※※※※学科学科学科学科のみのみのみのみ願書願書願書願書はははは

振興基金振興基金振興基金振興基金のみでのみでのみでのみで販売販売販売販売

管工事管工事管工事管工事

施工管理技士施工管理技士施工管理技士施工管理技士

造   園造   園造   園造   園

施工管理技士施工管理技士施工管理技士施工管理技士


