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この度は本講習会受講をご検討いただき、誠にありがとうございます。
本講習会は、開催日にライブ配信する講習会にリモート参加して頂く「WEB（中継方式）型」の講習会です。
講習会資料は、協会より事前に受講者の指定場所へ送付いたします。本案内最後に＜お申込から、講習会
Web 参加までの主な流れ＞を表記しておりますのでご確認の上、お申込み下さい。

＜

講習会内容について

＞

本講習会は、良質な枠組壁工法建築物を供給するツーバイフォー協会会員がその品質を確保するために、
協会が制度化した自主工事検査員を基本として、団体検査員、耐火構造検査員の資格を取得するための講習
会です。基本の「自主工事検査員講習(工事管理履行補助者講習)」は①躯体の施工基準、②基礎 工事に関
する法的要件、③現場検査のポイント、④防水・断熱施工の注意点、を示し、この講習をベースに 「団体検査
員講習」、「耐火構造検査員講習」の 2 講習を加えて、必要な資格取得につなげる形式になっております。
※ツーバイフォー建築協会が発行する検査員資格証（裏面）には、「工事監理履行補助者講習受講 修了証」
の記載が入ります。
◇各々の資格を取得するには、該当する講習会を受講した上で、資格登録をすることが必須条件となります。
＊各々の検査員の内容、資格登録要件等につきましては以下をご確認ください。
＊講習会の受講（登録なし）は、資格登録要件等に関わらず会員企業の方であればどなたでも可能です。
＊自主工事検査員講習(工事管理履行補助者講習)は、工事検査員として必要な施工基準の解説等、実務に
役立つ内容です。施工担当者の知識研修としても、お役立て下さい。
◇２０２０年度より検査員資格の有効期限が、受講日から 3 年後の 3 月末までと延長されました。

■開催地・日程・会場・定員・締切
開催地

日程

会場

全国

2023 年 1 月 24 日（火）

Web 参加型

定員
90 名

申込・入金締切日時

1 月 17 日（火）
15：00 まで

■申込方法 ： 当協会ホームページ「講習会・セミナーのご案内」よりお申込み下さい。※詳細は最後ページ参照
■問合せ先 ： （一社）日本ツーバイフォー建築協会 講習会事務局 ℡：03-5157-0836
■検査員の概要
自主工事検査員
団体検査員
耐火構造検査員

会員が施工するツーバイフォー建築の基礎、構造躯体、防水等の主要工事
について、自主的な検査を実施できる検査員
住宅瑕疵担保責任保険 団体保険加入物件の第 1 回目の現場検査（配筋
検査）を自主検査として実施できる検査員
ツーバイフォー工法による建築物の耐火構造に関する工事検査を実施でき

る検査員
＊団体検査員、耐火構造検査員の資格は、自主工事検査員の資格と同時に登録することが必要です。

■資格の有効期限

全ての検査員資格の有効期間は受講日から 3 年後の年度末までとなります。

■登録するための資格要件
資格要件

検査員資格名称
自主工事検査員
団体検査員

耐火構造検査員

・当協会会員会社に所属していること
・右のいずれかの公的資格免許取得後の
実務経験が 5 年以上あること
・建築の実務経験 3 年以上で右のいずれ
かの公的資格免許を有していること

・１級建築士 ・2 級建築士 ・木造建築士
・1 級、2 級建築施工管理技士（仕上を除く）
・１級建築士 ・2 級建築士 ・木造建築士
・1 級、2 級建築施工管理技士（仕上を除く）
・枠組壁建築技能士

■検査員別受講すべき登録講習と講習会時間割
時間割（予定）
9：30～10：25
10：35～11：15
11：20～12：00

登録講習
自主工事検査員 基礎講習
①（ツーバイフォー施工基準）

自主工事検査員 基礎講習
②（基礎工事）

団体検査員登録講習 （ビデオ）
+「団体検査員講習 修了試験」

*9：10 より Web 参加入室開始
自主工事

団体検査員

検査員

耐火構造

団体+耐火

検査員

検査員

☆

☆

☆

☆

☆

●

☆

●

(休憩)

●

(休憩)

●

●

●

●

●

●

●

自主工事検査員登録講習
12：45～14：50

③（検査のポイント）
④（防水、断熱施工の注意点）

+「自主工事検査員講習 修了試験」
15：00～16：50

耐火構造検査員登録講習
+「耐火構造検査員講習 修了試験」

＊「●」は、本コース受講者の受講必須科目です。
＊「☆」は、新規者は受講必須科目、更新者で受講免除（資料配布無し）を希望される方は受講免除科目となります。
更新の方で、☆の講習科目の受講+資料配布を希望される方は新規者としてお申込み下さい。
＊「更新者」は、登録証が有効期限内の方となります。更新申込みができるのは、自主工事検査員資格保有者となりま
す。

■講習開始時刻
受講すべき講習会の開始時刻は、お申込コースによって異なります。コース別の開始時刻は以下となります。
講習開始時刻より前に入室し、音声を確認の上で講習会へ Web 参加願います。
○ 新規受講者（すべての検査員に共通）

9：30～

○ 団体検査員を含む更新の方

10:35～

○ 団体検査員を含まない更新の方

12：45～

＊30 分以上の遅刻者は講習会の受講はできますが、資格登録はできません。
＊資格登録申請者はそれぞれの講習受講後、当日中に「修了試験」の受験が必要です。

■資格登録に必用な提出物
❶該当する資格の修了試験 ※正答率 60％以上必要となります。…WEB 上で当日中に入力受検
❷証明用カラー写真（縦 3 ㎝×横 2.5 ㎝）1 枚※裏面にお名前を記入してください。…返信封筒で後日提出

＜新規で団体工事検査員または耐火構造検査員を登録される方＞は上記❶❷に加え、
❸資格登録要件に該当する公的資格免許証の写し …返信封筒で後日提出

■受講料及び登録料 （税込 消費税 10％） 単位（円）
登録する資格（新規、更新 別）

受講料

登録料

A 自主工事検査員 (新規)

8,800

受講料に含む

A 自主工事検査員 (更新)

5,500

受講料に含む

B 団体検査員+自主工事検査員 (新規)

12,100

11,000

B 団体検査員+自主工事検査員 (更新)

8,800

11,000

C 耐火構造検査員+自主工事検査員 (新規)

12,100

C 耐火構造検査員+自主工事検査員 (更新)

8,800

D 団体検査員+耐火構造検査員+自主工事検査員 (新規)

15,400

D 団体検査員+耐火構造検査員+自主工事検査員 (更新)

12,100

2,200
聴講(登録なし)0
2,200
13,200
聴講(登録なし)0

＊更新登録の方も登録料が必要です。
＊講習会受講終了後の登録申し込みはできません。
＊お申し込み後、受付メールが届きますので、上記入金締切日時までに受講料のご入金をお願いします。

13,200

【お申込から、講習会 Web 参加までの主な流れ】
＜お申込について＞
① 【準備】 講習会に参加される方は、以下の Zoom の接続環境についてご確認ください。Web
接続等、IT 環境設定は受講者様にてお願いいたします。
（Web 接続等、環境設定の技術的サ
ポートはいたしかねます。
）
・対応ブラウザ確認→ https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023
・Zoom アプリのインストール→ https://zoom.us/download
･Zｏｏｍの接続確認 テストミーティングに参加→ https://zoom.us/test
・バージョンＵＰ→https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362233

② 【申し込み】 上記①を行った後に、当協会ホームページより受講をお申し込みください。
⇒申込受付完了後、協会より送信いたします「講習会申込受付けました」ﾒｰﾙの受信をご確認くだ
さい。（振込先と、事前登録用 URL の記載あり）

③ 【事前登録】 受付ﾒｰﾙ受信後、ただちに、事前登録用 URL より受講者毎の事前登録（受講者の
メールアドレス登録）を行ってください。事前登録を行わないと WEB 参加が出来ません。
⇒事前登録後、Zoom<no-reply@zoom.us>より「受講票」ﾒｰﾙを送信いたします。

④ 【入金】 受付ﾒｰﾙ受信後、受講料等を上記①②③を行った後に振込先へご入金ください。（返
金は致しかねますのでご注意ください。また、ご入金締切日時の厳守をお願いいたします。）
⇒入金完了後、協会より「入金確認のお知らせ」ﾒｰﾙを送信いたします。
⑤

【受講票＆講習会資料の受取り】

1 月 20 日までに「受講票」ﾒｰﾙと講習会資料（宅配等にて配

布）が届いていない場合は、ご連絡ください。 ≪連絡先： ℡ 03-5157-0836≫

＜講習会当日の Web 参加について＞
①「講習会配布資料一式」を準備の上、受講すべき講習会の講義開始時間より前に各受講者専用「講習
会入室 URL」（受講票‘ここをクリックして参加‘）から入室し、音声を確認の上で講習会に Web 参加。
②資格登録申請者はそれぞれの講習受講後、当日中に資格修了試験を受験。（自主工事検査員講習
④、団体検査員講習、耐火構造検査員講習の資料最後尾に添付あり。）
③資格登録に必用な提出書類を、資料同封の返信封筒にて 1/31（火）までに必着で、本協会宛（宛
先は返信用封筒へ記載）へ送付。

＜登録証の発行について＞
ご提出書類の確認と修了試験の採点後、協会より「検査員」登録証を、受講申込者の住所に送
付（講習会終了後 1 か月程度）。なお、修了試験の正答率が 60％に満たない方は再提出が必要と
なります。
*登録証受取りより前に登録番号を知りたい方は、協会へお問合せ頂ければお知らせ致します。

以上

