令和4年度 各種講習会予定一覧表
筆記講習会
上期：5月14日（土）～15日（日）
下期：9月10日(土)～11日(日)

第二種電気工事士試験受験準備講習会
技能講習会
上期Ａ： 7月2日(土)～3日(日)
下期Ａ： 12月3日(土)～4日(日)

第一種電気工事士試験受験準備講習会

1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定試験受験講習会

筆記講習会
技能講習会
会場コース
8月27日(土)・28日(日)・ 9 11月19日(土)～20日(日) 会場型講習会+実力ﾃｽﾄ
上期Ｂ： 6月26日(日)、 7月2日(土)～3日(日) 下期Ｂ： 11月27日(日)、 12月3日(土)～4日(日) 月3日（土）・4日（日）
5月12日(木)～5月13日(金）
Ａコース(2日間講習)
Ａコース(2日間講習)
2日間講習
開催日時
2日間講習
Ｂコース(3日間講習)初心者向け
Ｂコース(3日間講習)初心者向け
4日間講習
2日間講習
9時10分～18時15分
9時00分～17時30分
6月26日：9時00分～15時00分
11月27日：9時00分～15時00分
9時00分～17時30分
9時00分～17時30分
7月2日～3日：9時00分～17時30分
12月3日～4日：9時00分～17時30分
実力ﾃｽﾄ：在宅型のみ
神奈川県電気工事会館
神奈川県電気工事会館
神奈川県電気工事会館 神奈川県電気工事会館 神奈川県電気工事会館
開催場所
横浜市中区三吉町4-1
横浜市中区三吉町4-1
横浜市中区三吉町4-1
横浜市中区三吉町4-1
横浜市中区三吉町4-1
℡045（251）4671
℡045（251）4671
℡045（251）4671
℡045（251）4671
℡045（251）4671
Ａコース 組合員 23,100円
組合員 8,800円
会場型講習+実力ﾃｽﾄ
Ａコース 一 般 35,200円
28,000円(再受講26,000円)
一 般 14,300円
組合員 22,000円
組合員 30,000円
会場ｺｰｽにＷｅｂコース追加の場合
受 講 料 （消費税込・ﾃｷｽﾄ･問題集代別）
Ｂコース 組合員 29,700円
一 般 33,000円
一 般 42,000円
Ｂコース 一 般 42,900円
（消費税･ﾃｷｽﾄ代込） （消費税･ﾃｷｽﾄ代･材料費込） 上記受講料プラス10,000円
（消費税･ﾃｷｽﾄ代･材料費込）
*受講料消費税込・指定図書代別

なし

受講資格

定

上期：令和4年5月29日(日)
下期：令和4年10月30日(日)

1級電気工事施工管理技術検定
第二次検定試験受験講習会
【会場コース】+添削指導あり・なし
8月26日(金)
開催日時

なし

なし

80名(Ａ+Ｂコース)

120名

100名

令和4年10月2日(日)

令和4年12月11日(日)

UGS技能認定講習会

職長・安全衛生
責任者教育講習会

100名

員

試 験 日

Ｂコースは最初の1日目に複線図や各種工具の使用方法を教育・訓練します
ので、初心者向けです。

【Ｗｅｂコース】+添削指導あり・なし
お好きな時間帯にPC、スマホで何回も視聴可能

①令和4年7月23日(土)
①令和4年12月24日(土)
②令和4年7月24日(日)
②令和3年12月25日(日)
※会場によって試験日が異なります。 ※会場によって試験日が異なります。

2級電気工事施工管理技術検定
第二次・第二次検定試験受験講習会
【第一次】会場2日間コース
9月28日(水)～29日（木）
【第二次】会場1日間コース
9月30日(金)
【Ｗｅｂコース】
お好きな時間帯にPC、スマホで何回も視聴可能

開催場所

神奈川県電気工事会館
横浜市中区三吉町4-1
℡045（251）4671
【会場コース】+添削指導あり

神奈川県電気工事会館
横浜市中区三吉町4-1
℡045（251）4671

高圧ケーブル工事
技能認定講習会
10月11日(火)～12日(水)
10月13日(木)～14日(金)

11月12日(土)

7月21日（木）～22日（金）

Ｗｅｂコース
Ｗｅｂ講習+実力テスト

実力テストのみコース
実力テストのみ

実力ﾃｽﾄ：在宅型のみ

在宅型のみ

Ｗｅｂ講習+実力テスト
28,000円(再受講26,000円)
PC・ｽﾏﾎで何回でも視聴可能
動画配信期間4月下旬～6/12

第一種電気工事士免状取得者 第一種電気工事士免状取得者 第一種電気工事士免状取得者
他
他
他

70名

講習会定員なし
令和4年6月12日（日）

高所作業車運転技能講習会

玉掛技能講習会

ｺｰｽA 9月1日(木）、2日(金)、5日(月) ｺｰｽA 9月9日(金）,12日(月）,13日(火)
ｺｰｽB 9月1日(木）、2日(金)、6日(火) ｺｰｽB 9月9日(金）,12日(月）,14日(水)
ｺｰｽC 9月1日(木）、2日(金)、7日(水)

1日目(筆記) 9：00～15：10

2日間講習×2会場
9時00分～17時00分
神奈川県電気工事会館
横浜市中区三吉町4-1
℡045（251）4671

9時00分～16時00分

1日目(筆記) 9：00～16：10

2日目(筆記) 9：00～13：20
2日目(実技) 9：00～16：40
2日間講習
3日目(実技) 9：00～17：50
9時00分～17時00分
神奈川県電気工事会館 神奈川県電気工事会館
神奈川県電気工事会館
横浜市中区三吉町4-1
横浜市中区三吉町4-1
横浜市中区三吉町4-1
℡045（251）4671
℡045（251）4671
℡045（251）4671

23,000円(一次割21,000円 再受講21,000円)

【会場コース】+添削指導なし【受付中】

未定

18,000円(一次割16,000円 再受講16,000円)
会場ｺｰｽに5,000円追加でＷｅｂ動画視聴可能

受講料

組合員 35,000円
一 般 52,000円
（消費税込）

【Ｗｅｂコース】+添削指導あり

組合員 23,000円
（消費税･ﾃｷｽﾄ代・材料費・昼食込）

組合員 18,580円
（消費税･ﾃｷｽﾄ代込）

組合員 44,370円
（消費税･ﾃｷｽﾄ代込）

組合員 25,700円
（消費税･ﾃｷｽﾄ代込）

中止になりました

23,000円(一次割21,000円 再受講21,000円)

【Ｗｅｂコース】+添削指導なし【受付中】
18,000円(一次割16,000円 再受講16,000円)

*受講料消費税込・指定図書代別

*受講料消費税込・指定図書代別

①第一種電気工事士免状取得者で5
年ごとの定期講習を受講している方
電気工事の施工管理業務に従事した実務 ②第二種電気工事士免状を取得して5
1級電気工事施工管理学科試験合格
受講資格
経験を積んで所定の受検資格を満たした 年以上の実務経験を有する方
者

定

員

試 験 日

方

70名

70名

令和4年10月16日(日)

令和4年11月13日(日)

お問い合わせ先：神奈川県電気工事工業組合

各会場30名

高圧ケーブル工事技能認定証を有
し、かつ第一種電気工事士免状取
得者で5年ごとの定期講習を受講し
ている方
高圧
ケーブル工事技能認定証を有し、第
二種電気工事士免状の交付を受け
て5年以上の実務経験を有する方
（組合員に限る）

20名

新たに職長・安全衛生責 自動車運転免許証（普通
任者の職務に就く者。作 以上）取得者
業中の労働者を一人でも
直接監督する者。
【組合員対象】
【組合員対象】
70名

10，000円
（消費税込）

満18歳以上で玉掛の補助
作業に6ケ月以上の経験
を有する方
【組合員対象】

在宅型：定員なし

