
【実施団体】

◎　試験について
１． 試験日時

① 試験日 平成２９年１０月１４日（土）

② 時間割

※試験開始時間20分前には、受付を済ませ自分の席に着席してください。

２． 試験会場

・定員オーバー等により会場を変更させていただく場合がありますので予めご了承下さい。

ＴＥＬ　082-222-2277　（代）

〒769-0206　香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁81-1

〒812-8505　福岡県福岡市博多区博多駅前2-9-28

ＴＥＬ　092-441-1110　（代）
200名

金沢

宇多津

広島

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-2-3　名古屋日興證券ビル

ＴＥＬ　052-990-2652　（代）

〒530-0034　大阪市北区錦町2-21

ＴＥＬ　0877-49-2311　（代）

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-5-10 相鉄万世橋ビル

ＴＥＬ　06-6354-1927　（代）

石川県勤労者福祉文化会館
（フレンドパーク石川）

RCC文化センター

ホテルアネシス瀬戸大橋
（旧ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ瀬戸大橋）

120名

70名

〒920-0024　石川県金沢市西念3-3-5

ＴＥＬ　076-234-2421　（代）

〒730-0015　広島市中区橋本町5-11

定員 会場所在地

〒980-0014　仙台市青葉区本町2-12-7

ＴＥＬ　022-222-1121　（代）

〒060-0807　札幌市北区北7条西2-9  ベルヴュオフィス札幌2階
　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ  011-600-2612　（代）
　※【TKP札幌ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ】とは別会場なのでご注意ください。

福岡 福岡商工会議所

東京

名古屋

大阪

CIVI研修センター秋葉原
（電気街口）　2F受付

TKP名古屋栄
カンファレンスセンター

天満研修センター 190名

ＴＥＬ　03-5298-1810　（代）

70名

120名

310名

160名

120名

受験地

札幌

仙台

試験会場

TKP札幌駅
カンファレンスセンター

ハーネル仙台

　9：45～10：00

鉄骨製作管理技術者試験　受験案内

＜平成２９年度＞

鉄骨製作管理技術者登録機構
〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町２１－７
　　　　　　　　　　　　　　兜町ユニ・スクエア　　全構協内

２級 13：45～14：00 14：00～16：00

ＴＥＬ　03-3667-6501（代）　FAX　03-3667-6960

　この学科試験は、（一社）鉄骨建設業協会と（一社）全国鐵構工業協会の両団体にて設立した「鉄骨製作管理技
術者登録機構」が制定した「鉄骨製作管理技術者登録規程」に基づき実施するものです。
　鉄骨製作管理技術者の資格は、鉄骨加工を行う上で、製作計画の立案から、製品の引渡しまでの一貫した管理
を行うために必要な知識・対応能力を有する技術者に与えられる資格であり、「大臣認定のための工場性能評価」
の「性能評価基準」において、基準充足資格者の一員として位置付けられております。
　この案内は、新たに「鉄骨製作管理技術者」資格を取得されようとする方のためのもので、平成２９年度に実施す
る新規試験の申込方法などを記載しております。

注意事項説明 試　　験

１級 10：00～12：00



３． 受験資格

① １級試験 ② ２級試験

注1)　指定学科とは、以下のものをいう。

① 建設系 ⑤ その他機構が認めるもの
・社会工学科

② 金属材料系 ・環境工学科
・住居学科

③ 機械系 ・デザイン科
・システム工学科(建築コース)

④ 電気系 ・衛生工学科等 

注2)　必要な実務経験とは以下のものをいう。

① 鋼構造物を製作する企業、事業所等における建築鉄骨の設計・工程管理・品質管理・施工管理
② 建設会社、設計事務所等での鉄骨建築物の設計・工事監理・施工管理
③ 官公庁における建築行政、営繕
④ 大学、研究所等における建築に関する研究・教育等

４． 試験の構成・出題形式

５． 試験分野及び出題比率

建築鉄骨の製作管理に関する事項について、下記の分野からそれぞれ適当な問題数を出題します。

3 50問

出
題
数

出題分野

9 20 15 3

4 25 15 3

①鉄骨構造 ②鉄骨加工 ③品質管理 ④安全管理 ⑤関連法規 計

3 50問１級

２級

試験は学科について、筆記試験にて択一形式(マークシート)で行います。

高校

上記以外

上記以外 10年以上

資格取得後 3年以上

2年以上

 5年以上

1年以上 －

※その他機構が特に認める者
①一級建築士
②技術士（建設部門）
③WES8103溶接管理技術者1級以上

建築鉄骨の製作に関する業務の経験であり、下記のものは実務経験として認められます。なお、お書き
いただいた内容に不明な点がありますと調査させて頂く場合があります。

3年以上

大学・大学院

3年以上

7年以上

３年以上 －

5年以上短大・高専

高校

専修学校の専門課程
（修業年限２年以上）

5年以上

1年以上

※その他機構が特に認める者
①二級建築士以上
②WES8103溶接管理技術者2級以上

専修学校の専門課程
（修業年限２年以上）

実務経験年数

短大・高専

２級鉄骨製作管理技術者

学歴又は資格

1年以上 2年以上

1級、2級それぞれについて、学歴に応じて卒業後の建築鉄骨に関する業務経験年数が一定以上ある
者又はそれらと同等以上の知識及び技能を有すると認められた者に限ります。

2年以上

指定学科 指定学科以外

実務経験年数

大学・大学院

学歴又は資格
指定学科 指定学科以外

1年以上 3年以上



６． 受験料（１、２級同額）

※　必ず個人別に払込み頂き、手数料は各自でご負担下さい。

※　郵便局備え付けの払込用紙（払込取扱票）をご利用下さい。

※　払込用紙（受領証）のコピーを実務経験証明書の貼付欄に貼付

　　　して下さい。

<受験料の返還>
受験料は、次の場合を除き返還致しません。
① 申込書又は貼付書類の不備及び受験資格がなくて受験できない場合。

この場合は、手数料実費を差し引いて返還致します。
② 主催者の責任により受験できない場合。

７． 申込方法

必要書類

  一社）全国鐵構工業協会　　鉄骨製作管理技術者登録機構事務局

　〒103-0026　　東京都中央区日本橋兜町２１－７　兜町ユニ・スクエア
ＴＥＬ　０３－３６６７－６５０１（代）　　ＦＡＸ　０３－３６６７－６９６０

（個人情報について）
　ご記入していただいた個人情報については、当機構が責任をもって管理し、本試験の実施のために
のみ使用させていただきます。

８． 受験票の送付

・平成２９年９月上旬（予定）

（９月下旬までに届かない場合には、事務局までご連絡下さい。）

・受験票を受け取ったら、試験日時、会場及び受験番号を確認し大切に保管して下さい。

・紛失した場合は、事前に事務局までご連絡願います。再発行して送付致します。

Ⅲ．郵便振替払込請求書兼受領証「コピー」
　　　実務経験証明書の貼付欄に貼付して下さい。
　 　 以上、Ⅰ～Ⅲを同封し、下記申込先まで郵送して下さい。

学歴を証明できるいずれかの書類
・卒業証書のコピー（A4縮小）
・卒業証明書（原本）
・資格証コピー

２級受験

勤続年数　5年以上
学歴を証明できるいずれかの書類
・卒業証書のコピー（A4縮小）
・卒業証明書（原本）
・資格証コピー

１級受験

勤続年数　10年以上 勤続年数　10年未満

添付書類なし

勤続年数　5年未満

添付書類なし

　　鉄骨製作管理技術者登録機構　新規口
払込先

【口座番号】

払込方法

【口座名義】

　　００１３０－７－５６０９９７

払　込　方　法　及　び　払　込　先受験料

１２，９６０円
（税込）

Ⅰ．受験申込書（写真は同一のものを２枚貼り付けて下さい）
　　　※写真の裏面に、受験者確認のため必ず名前を記入して下さい。
Ⅱ．実務経験証明書
      実務経験年数が、1級受験者で10年未満、2級受験者で5年未満の方は、学歴を証明できるもの
　　　（卒業証書コピー(A4へ縮小)または卒業証明書）を、資格保持により受験する方は資格証の
　　　コピーを添付して下さい。

※受験申込書等はコピー可とします。

申　　  　　込　　  　　先

　　　 必　　着

申 込 期 限

７月３１日（月）



９． 合否の発表

・平成２９年１１月中旬　(予定）

（合否にかかわらず、受験者全員に郵送により通知致します。）

① 電話等による合否の問い合わせには一切お答えできません。

② 申込み後、送付先等に変更があった場合、速やかに事務局まで連絡して下さい。

10．登録に関する事項

・登録しなければ、「鉄骨製作管理技術者」資格は取得出来ません。

  なお、登録申請書等は、合否の発表時に同封して郵送致します。

① 登録手続き等

② 登録の更新

・登録の有効期間満了の前１年以内に、１・２級それぞれの更新講習（資格取得後15年目以降の更新は

書類審査）を修了（合格）し、更新登録をする必要があります。詳しくは、ホームページをご覧下さい。

◎　講習会について（任意）

・全構協の「支部・県組合」にて受験対策用の講習会が開催予定です。

・講習会の申込みは下記連絡先へ、直接お申込み下さい。

福井組合
福井県建設鉄工協同組合

０７７６－５４－７２２７
http://www.fukui30000t.com/

九州支部

北海道支部

関東支部

近畿支部

工業組合福岡県鉄構工業会

０５２－３３１－４８０８
http://www.atk.or.jp/

０１８－８６３－９２２２

中部支部
愛知県鉄構工業協同組合

開催予定
支部・組合
（開催地）

連　　絡　　先

秋田組合

　（2018年4月1日～2023年3月31日）
登録の有効期間

　登録を受けた日より ５年間

登 録 手 数 料 

　２）証明写真　１枚
必　要　書　類

　１）登録申請書（振込証明書を貼付）

　１、２級とも　５，４００円（消費税込）

登録申請の時期 　平成２９年１１月中旬～１２月中旬（予定）

０７５－３２３－４５５４
京都府鉄構工業協同組合

http://ktkk.jp

http://hsfa.jp/

秋田県鐵構工業協同組合

http://www.chuokai-akita.or.jp/tekko/

０８２－２３８－６５３９

０９２－９３８－１１３１

０１１－２２１－３３７５

http://f-steel.com/

http://www.tsfa.jp/

東京鉄構工業協同組合
０３－５５６６－１５９５

四国支部 ０８７－８５１－８６１１香川県鋼構造協同組合

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

広島組合

（一社）北海道機械工業会鉄骨部会
http://www.h-kogyokai.com/bukai/tetukotu/index.html

協同組合広島県鉄構工業会

http://www.fukui30000t.com/
http://www.atk.or.jp/
http://ktkk.jp/
http://hsfa.jp/
http://www.chuokai-akita.or.jp/tekko/
http://f-steel.com/
http://www.tsfa.jp/
http://www.h-kogyokai.com/bukai/tetukotu/index.html

	受験案内

