
 
冊子テンプレート 

A4 1P（210mm × 297mm ) 
 

 

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲 
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ 
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲 
 

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★ 
「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で 
ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください 

冊子のデータ製作について 

・ページ数は表紙も含めた数になります 

・データは 1P ごとでも 見開きでも ご入稿頂けます 

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください 

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください 

 
 
 
 

登録基幹技能者講習について 
 
 

 ⼀般社団法⼈⽇本機械⼟⼯協会は、登録機械⼟⼯基幹技能者講習と登録⼟⼯基
幹技能者講習の 2 職種の講習実施機関として国⼟交通⼤⾂から認められています。 

12 ⽉ 11 ⽇〜13 ⽇の⽇程で今年度２回⽬の登録機械⼟⼯基幹技能者講習を実施
し、年度内は登録⼟⼯基幹技能者講習の 2 回⽬の講習を令和 3 年 3 ⽉ 6 ⽇〜7 ⽇に
予定しています。ここでは改めて、同制度について紹介します。 

 
   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

 「登録基幹技能者講習」は、平成 20 年
の建設業法施⾏規則の改正で国⼟交通⼤
⾂の登録を受けた機関が実施する公的講
習として認められた講習で、「登録基幹技
能者講習」を修了した技能者は、公⺠の
様々な制度で評価の対象となっています。 

当協会は「登録機械⼟⼯基幹技能者講
習」、「登録⼟⼯基幹技能者講習」の⼆つの
職種で実施機関として国⼟交通⼤⾂に登
録されています。前者は主に機械を操作し
て施⼯に直接従事する建設機械オペレー
タや、その関連作業を⾏う技能者を対象に
しており、後者は⼟⽊⼯事、⼟⼯⼯事、躯
体⼯事を問わず、軽重機を⽤いた作業、⼈
⼒での作業、コンクリートの打ち込み作業
等、複数の作業を主体的に直接施⼯する多
能⼯を対象にしています。 

今回は、登録基幹技能者制度を活⽤する
際のメリットとコスト等を簡単にわかり
やすく説明します。 

 
・登録基幹技能者制度の意義 
現在、登録基幹技能者講習は 35 職種で

登録されています。この制度に登録され
ている職種は、評価すべき技能を持った
技能者が存在する専⾨的な職種であると 

 
 
 
 

国⼟交通省に認められている職種という
ことになります。昨年度より本格運⽤さ
れている建設キャリアアップシステムの
技能者登録でも、登録基幹技能者講習を
持つ 35 職種のみがレベル評価の対象と
なり、登録基幹技能者は最⾼位であるレ
ベル４（ゴールドカード）の要件の１つ
となっています。 
 

・登録基幹技能者となるメリット 
登録基幹技能者になることで、様々な

制度の評価対象となります。技能者本⼈
だけでなく、勤務している企業や、協⼒
している元請業者が評価対象になること
から、講習の修了を元請企業から求めら
れることも少なくありません。 

①経営事項審査での Z 点（技術点）に
加点 

②総合評価⽅式での加点（地⽅整備局
等、都道府県、政令指定都市等で独
⾃に評価） 

③主任技術者として認定（⼟⽊⼯事業、
建築⼯事業以外） 

④元請企業の優良職⻑・マイスター制
度等の認定基準（企業独⾃に評価） 

⑤建設キャリアアップシステムにおけ
る最上位（レベル４）の資格要件 
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令和 3 年度から始まる「専⾨⼯事業者
の施⼯能⼒の⾒える化（能⼒評価）」制度
での優遇も検討されています。 
 ・登録基幹技能者制度の受講要件 
 当協会で実施している「登録機械⼟⼯
基幹技能者講習」、「登録⼟⼯基幹技能者
講習」の受講要件を別表に⽰します。簡
単に⾔うと、「10 年以上の実務経験をも
ち、うち 3 年以上の職⻑経験があり、⾞
両系建設機械運転技能講習や⽟掛技能講
習などの指定された技能講習を修了して
いること」となります。 
  ・登録基幹技能者になるためのコスト 
 登録基幹技能者講習の受講⼿数料は、
登録機械⼟⼯基幹技能者講習が 31,500 円
（税込）、登録⼟⼯基幹技能者講習が
27,500 円（税込）となっています。また、
企業が業務として講習を受講させている
場合は、受講⽇の賃⾦を⽀払うことにな
ります。 
 ただし、受講⼿数料、賃⾦については
厚⽣労働省から助成⾦が出ます。 
（ 厚 ⽣ 労 働 省 HP よ り 
https://www.mhlw.go.jp/content/116000
00/000625542.pdf ） 
⼈材開発⽀援助成⾦ ２．建設労働者技
能実習コース 
①経費助成 
（⽀給対象費⽤は税抜き価格のため、機
械⼟⼯ 28,636 円、⼟⼯ 25,000 円） 
 （20 ⼈以下の中⼩建設事業主） 
 ⽀給対象費⽤の 75％ が助成される

（被災 3 県については全額） 
 （21 ⼈以上の中⼩建設事業主） 
 35 歳未満 ⽀給対象費⽤の 70％ が
助成される（被災 3 県については 80％） 
 35 歳以上 ⽀給対象費⽤の 45％ が
助成される（被災 3 県については 80％） 
 （中⼩建設事業主以外の建設事業主） 
 ⼥性建設技能者の場合 ⽀給対象費⽤
の 60％ が助成される 

 

 
 
②賃⾦助成 
 （20 ⼈以下の中⼩建設事業主） 
 1 ⼈あたり⽇額 7,600 円（CCUS 技能者登
録してあれば 8,360 円） 
 （21 ⼈以上の中⼩建設事業主） 
 1 ⼈あたり⽇額 6,650 円（CCUS 技能者登
録してあれば 7,315 円） 

例：20 ⼈以下の中⼩建設事業主が CCUS 
に登録された技能者を機械⼟⼯に受講さ
せた場合） 
 １ ⼈ あ た り 費 ⽤ ： 受 講 ⼿ 数 料  
31,500 円、 賃⾦ 3 ⽇間分、 交通費 
3 ⽇間往復 
 １⼈当たり助成：経費助成 21,400 円、 
賃⾦助成 25,000 円 
 
 ・登録基幹技能者講習修了の条件 
 各講習で決められた時間の講義を受講
し、確認テストに合格することで修了証
が発⾏されます。確認テストは適正に受
講していたかを確認するテストであり、 
 登録機械⼟⼯基幹技能者講習：2 ⽇半
（900 分）の講義を受講し、確認テスト
（30 問）で 60%以上の正答 
 登録⼟⼯基幹技能者講習：1 ⽇半（600
分）の講義を受講し、確認テスト（20 問）
で 60％以上の正答 
 

「登録機械⼟⼯基幹技能者講習」は 6
⽉・12 ⽉、「登録⼟⼯基幹技能者講習」
は 9 ⽉・3 ⽉に実施しています。単に技
能者個⼈としてのスキルアップだけでな
く、発注者からの評価向上を⽬指す企業
としても、受講を検討していただきたい
と思います。 
問合せ先：（⼀社）⽇本機械⼟⼯協会  

 03-3845-2727 
保坂、滝⾕、野⼝ 
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