
講習の受講1 資格者証の取得2

会場・開催数が多いから、
都合に合わせて選べる

「監理技術者講習」

100万人受講者実績 突破!

国土交通大臣登録講習実施機関 建設業振興基金の
受講者満足度 宣言！No.1

申込
カンタン

受講日
変更
可能

約300会場
年間
約2,000回

開催

全国

無料
受講料の
支払手数料

http://www.fcip-ko.jp/

検索建設業振興基金インターネット
FAX

インターネット
FAX で申込カンタン！で申込カンタン！

発注者から直接建設工事を請け負い、そのうち4,000万円（建築ー式工事の場合は6,000万円）以上を下請契約して
工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かな
ければなりません。
また、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事に
ついては、同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付を受けて
いるものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないことと
されています。

これは、建設工事の適正な施工の確保を図る観点から、良質な社会資本を確実に提供するとういう重要な社会的責務
を負っている監理技術者には、施工技術や施工管理等についての高度な理解や最近の動向に関する知識が求められ
ているためです。
この監理技術者講習は、同法の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施するもので、
　・建設工事に関する法律制度
　・建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
　・建設工事に関する最新の材料、資機材および施工方法
について講習を行います。

施工技術や施工管理などについての高度な理解や
最近の動向に関する知識が求められる監理技術者の講習です。

「監理技術者講習」とは？

建設業振興基金一　　般
財団法人

03-5408-1812
http://www.fcip-ko.jp

建設業技術者センター一　　般
財団法人

03-3514-4711 
https://www.cezaidan.or.jp

監理技術者
講習修了履歴ラベルを取得

監理技術者資格者証を取得

裏面

取得から5年間有効受講日から5年間有効

貼り付ける貼り付ける

監理技術者
として業務に
従事できます。

国土交通大臣登録講習実施機関
お掛け間違いのないようご注意ください

実施協力：（株）建設産業振興センター

監理技術者講習受付センター
03-5408-1812TEL 03-5408-1882FAX

http://www.fcip-ko.jp

TEL

WEB

TEL

WEB

9:00～17:30（土、日曜日、祝日除く）

最新の技術動向など
映像だから伝わる
最新の技術動向など
映像だから伝わる

映像講習映像講習

建設現場での
豊富な経験を交えた
建設現場での

豊富な経験を交えた

対面講習対面講習



お忙しい技術者のために、建設業振興基金の「監理技術者講習」は、
皆様のご要望にお応えするよう努めております。

個人情報保護方針については、（一財）建設業振興基金のホームページよりご確認いただき、ご承諾のうえ申込ください。提供するサービス内容については、予告なく変更する場合があります。

ケンセツ関連情報サービスサイト

マイページ情報提供サービス
選ばれるには理由があります。

受講後、5年経過する日が
近づくとご連絡！

申込・受講履歴を
一覧表示！

建設業の技術・行政情報などをご提供！

最新版の
講習テキスト（全頁）を

オンライン提供！（年1回改訂）

建設専門紙
「日刊建設工業新聞」を
毎日13:00より配信！

受講後5年間無料でご利用可能！

電子メール・郵送で
お知らせ！

企業担当者向けサポート
̶ ５年更新者を一覧表示！ ̶

講習修了有効期限
6ヵ月前頃からご連絡！ 社内における資料・情報としてご利用いただけます。

・新規・更新の講習申込もさらにカンタン！
・受講者情報をCSVで出力可能！

CSV

補足資料

受講者満足度
宣言！No.1

建設業振興基金の「監理技術者講習」が、
「監理技術者講習」終了後の

▼充実した自慢のサポートサービス▼

土曜日も全国で開催！土曜日も全国で開催！

建設業振興基金

受講者様

メール

郵送

応援
6

応援
2

東京・愛知・大阪・福岡など
土曜開催を拡大中！

応援
5 受講日変更が可能（原則1回）受講日変更が可能（原則1回）

平日は無理かも…

締切日後の申込にも対応！締切日後の申込にも対応！

空席がある場合に限ります。
まずはお電話でご相談ください。

申込締切日を過ぎてしまった… 日程を変更したい…

申込
カンタン!
申込申込申込
カンタン!カンタン!カンタン!

変更後の受講日が14日以上
先で希望会場に空席がある
場合は、変更届をFAXする
だけで手続き完了！
受講日直前、欠席後も対応
します。

変更手続きはFAXでカンタン！！

原則1回可能です。次回希望の受講日の14日前までで
あればマイページ内で変更手続きが可能です。

インターネット
申込者限定

手続きカンタン！手続きカンタン！
支払手続きが面倒…

インターネットで申込の場合は、クレジットカード、コンビニ
オンラインや銀行、ゆうちょ（Pay-easy）でお支払いいただくこと
が可能です。

応援
1

マイページ専用の
補足資料を掲載

管理者必読の
情報満載！

応援
3

応援
4
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申込から「講習修了履歴ラベル」交付まで
過去に建設業振興基金以外の講習を受講された方でも、当財団の講習を受講することができます。

受講
STEP2

交付
STEP3

別紙「申込書」をFAX

クレジットカード コンビニオンライン決済 Pay-easy決済 （銀   行・ゆうちょ）

お支払い伝票等の到着

マイページにログインマイページ登録（初めての方）

メールアドレス仮登録後、
マイページ利用のための
氏名・ID・パスワード
などを本登録。

希望する受講会場・受講日を
指定し、支払方法の選択へ

建設業振興基金 検索 で検索! にアクセス!または

お支払い方法は、下記の3つからお選びください

FAXによる申込

講習時間 講習修了履歴ラベルの交付（8:50までに着席してください。）9:00～16:40
■講習の時間割表

講習についての諸注意
建設工事に関する法律・制度等
建設工事の技術上の管理
昼休み
環境管理
最近の建設技術動向
試験・講習修了履歴ラベルの交付

■講習日に持参するもの

10,000円受講料
（税込）9,500円受講料

（税込）

□身分証明書
・監理技術者資格者証
・運転免許証
・パスポート

右記のいずれか1点

上記の身分証明書がない場合は、5ページをお読みください。

マイページより受講票をダウンロード

1 2 3

受講日：平成00年00月00日　会場コード：000000　座席番号：00

下記の者は、平成00年00月00日　当基金の実施した監理技術者講習を受講し、
修了したことを証明致します

監理技術者講習受講証明書
修了番号
本　 籍
氏　 名
生 年月日
修了年月日

第 0123-123456789-0 号
東京都
建設　太郎
昭和00年00月00日
平成00年00月00日

一般財団法人　建設業振興基金理事長
（登録番号　第2号）

監理技術者資格者証　裏面

（監理技術者講習修了履歴ラベル）

備考

赤点線の位置（磁気ストライプ部分）へ
ラベル貼付してください。
（備考欄には貼付しないでください。）

資格者証の裏面

監理技術者講習修了履歴ラベル

受講日から5年間
有効期限は

貼
り
付
け
る

http://www.fcip-ko.jp 

8:50～ 9:00
9:00～10:15
10:25～11:45
11:45～12:35
12:35～13:40
13:50～15:50
16:00～16:40

10分

75分

80分

50分

65分

120分

40分

＊お掛け間違いのないようご注意ください
03-5408-1882FAX

一般財団法人
建設業振興基金 監理技術者講習受付センター!

□受講票

□筆記用具（シャープペンシルまたは黒鉛筆、消しゴム）

監理技術者講習修了
履歴ラベルを監理
技術者資格者証の
裏面に貼付してくだ
さい。

締切は講習日の
14日前まで

申込は先着順!

支払方法選択画面にて、「コンビニオンライン決済」をお
選びいただくと「払込票番号」が表示されますので、印刷も
しくはスクリーンショット等でお控えください。
各コンビニにて、お控えいただいた「払込票番号」をレジまで
お持ちいただくか、コンビニ端末に入力して、お支払いください。

支払方法選択画面にて、「クレ
ジットカード」をお選びいただき、
カード情報を入力して、決済を完
了してください。

支払方法選択画面にて、「Pay-easy決済」をお選び
いただくと「支払用番号」 が発行されますので、印刷
もしくはスクリーンショット 等でお控えください。
各種金融機関（ATM、ネット バンク等）にて、お控えいた
だいた「支払用番号」をご入 力して、お支払いください。

1

2

1

2

レ ジ
にてお支払い

・セブンイレブン
・デイリーヤマザキ
・ヤマザキデイリーストア

銀 行
にてお支払い

・ATM
・ネットバンク
・モバイル

コンビニ
端 末
にてお支払い

・ファミリーマート
・ローソン ・ミニストップ
・セイコーマート

・ゆうちょ銀行ATM
・ゆうちょダイレクトにてお支払い

コンビニ伝票郵送決済のお支払い
伝票を郵送いたします。
申込後、1週間前後でお届けします。

コンビニ伝票郵送決済
お支払いはコンビニのレジで
お支払い伝票の期日までに、
お近くのコンビニレジでお支払いください。
払込受領証は、受付票に貼付いただく必要が
あります。必ずお受け取りください。

お支払方法が選べる！

・受付票 ・受講の手引き ・変更届

送付物一覧

※お支払いいただくコンビニ・金融機関により、各種番号が異なります。事 前にご確認の上、お控えください。

支払完了後に送信される決済完了通知メールの案内に従ってダウンロードしてく ださい。

申込
STEP1

インターネットによる申込
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（一財）建設業技術者センター
03-3514-4711TEL

https://www.cezaidan.or.jpWEB

よくあるご質問

受講票（受付票）・受講の手引き・
変更届はいつ届くのか？

講習テキストはどこで
配布してるの？
講習会当日、会場にて配布いたします。

「監理技術者講習」はどこで
申し込むの?

1. 過去に違う登録講習実施機関で受講したんだけど
受けられる?!

 当財団は、国土交通大臣登録実施機関です。過去に建設
業振興基金以外の講習を受講された方でも、当財団
の講習を受講可能です。

2. 「監理技術者講習」申込先について
 インターネットまたは、FAXにて申込ください。

3. 講習終了有効期限が切れてしまったけど、受講できるか？! 
可能です。

4. 新規・更新の講習の違いについて
 新規・更新の方も同じ講習です。

5. 「監理技術者講習修了履歴ラベル」交付について!
 実施機関（一財）建設業振興基金の「講習」を受講後に
交付!

6. 「監理技術者講習修了履歴ラベル」有効期限について!
 講習を修了した日から5年間有効!

7. 監理技術者講習受講と監理技術者資格者証交付の順番
について!

 どちらが先でも構いません。!

8. いつ、どこで受けても良いのか？!
 全国各地で受講可能です。

講習会を欠席してしまった…
後から受講日の変更はできるの？｠

監理技術者講習修了履歴ラベル
の再発行はできるの?

1. 紛失、汚損、破損等された方は再発行手数料等（750円）
をご負担いただきます。!

2. 申込時における申請者の記入ミスや入力ミスによる場合
につきましても、再発行手数料（750円）をご負担いただ
きます。!

（注）再交付申請は、受講された登録講習実施機関へお問い合わせください。
（注）ホームページより再発行依頼書をダウンロードして、必要事項をご記入

の上FAXしてください。確認後手続き方法をご案内いたします。ダウン
ロードできない方は、監理技術者講習受付センターへお問い合わせくだ
さい。｠

（注）監理技術者講習修了履歴ラベルの再交付には、10日前後のお時間を
いただきます。

受講した後のお知らせは
どのように来るの?

5年後の更新案内について!

1. インターネットによる申込の方!
 講習修了有効期限の6ヵ月前にメールおよび郵送にて

5年更新のご案内をいたします。

2. FAXによる申込の方
 講習修了有効期限の6ヵ月前に郵送にて5年更新のご
案内をいたします。

（注）ご案内の送付先については、申込時に申請されたご自宅へ送付いた
　　します。｠

（注）消えるボールペンは使用不可。｠

下記いずれかをご持参ください。

午前8時30分から入場いただけます。!

講習会場入場時間をおしえて｠

「監理技術者資格者証」について
おしえて

1. 「監理技術者資格者証」交付申請先について!

2. 「監理技術者資格者証」交付について!
 交付申請書の受付・審査後に交付!

3. 「監理技術者資格者証」有効期限について!
 交付された日から5年間有効!

4. 監理技術者資格者証交付と監理技術者講習受講の順
番について!

 どちらが先でも構いません。

可能です。原則１回変更することができ
ます。受講料のお支払後、１年以内にご受講
ください。
変更手続きは、「変更届」に必要事項をご
記入後、監理技術者講習受付センターへ
ＦＡＸしてください。

1. 受講票（インターネットによる申込）!／ 受付票（FAXによる申込）

2. 身分証明書

1） 監理技術者資格者証
2） 運転免許証｠
3） パスポート｠
4）

（注） 帽子やサングラス等で本人確認ができない写真については受理
　　 できませんのでご注意ください。｠

上記の身分証明書が無い場合については、直近6ヵ月以内で
撮影した顔写真（縦3㎝×横2.4㎝）1枚を講習会当日持参し
て、担当者へご提出ください。

受講日には
何を持っていったらいいの?

「監理技術者講習」の
申込締切日はあるの？｠
希望する受講日の14日前まで

申込締切日後であっても講習会場に空席
がある場合には、講習に参加できるよう努
めています。まずは監理技術者講習受付
センターへお電話でご相談ください。

Q Q

Q

Q

Q

Q

QQ

Q

Q

受講料のお支払後１年以内であれば返金手数料等
（1,000円）を差引の上、残金を返金いたします。

講習会を辞退したい・・・
受講料は返金されるの？

Q

Q
Q

Q

（一財）建設業振興基金 監理技術者講習ホームページよ
り「変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入後、監理
技術者講習受付センターへFAXしてください。

申込んだ時の情報（名前や住所など）が
後から変わってしまった…

領収書を発行してほしい

1. インターネットによる申込の方 !
 入金日から60日以内であればマイページより
 ダウンロードにて発行が可能。
2. FAXによる申込の方
 監理技術者講習受付センターへお問い合わせください。

（一財）建設業振興基金 監理技術者講習
ホームページ「監理技術者講習試験結果 
個人成績照会」または、「マイページ」より
閲覧およびダウンロードできます。!

監理技術者講習受付センターへお問い合
わせください。!

「監理技術者講習」修了試験の
結果はどこで確認できるの?

（注）受講日より1ヵ月後より開始いたします。

1. インターネットによる申込の方!
 受講料のお支払い完了後、決済完了通知をメールいた
します。メール受信後、マイページよりダウンロードして
ください。

2. FAXによる申込の方
 申込後、1週間前後でコンビニ伝票郵送　  
決済のお支払い伝票とともにお届けします。 

一般財団法人 建設業振興基金 監理技術者講習受付センター!
9:00～17:30（土、日曜日、祝日除く）

3. 筆記用具
 シャープペンシルまたは黒鉛筆・消しゴム!

03-5408-1812TEL ＊お掛け間違いのないようご注意ください

＊お掛け間違いのないようご注意ください

※8時50分までにはご着席ください。

講習に関する
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都道府県名 会場名 受講日

本籍地  外国籍の方は国籍を記入フリガナ 性別 生年月日

氏名

フリガナ

現住所

取得資格

個人情報保護方針については、（一財）建設業振興基金のホームページよりご確認いただき、ご承諾のうえ申込ください。 

月 日

日
都 道
府 県

都 道
府 県

月年

（和暦）

〒　　　　ー

大正

昭和

平成

TEL

携帯電話

FAX

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

男

女
※講習修了履歴ラベルに通称名の併記を希望する方はご記入ください。

※初めて本講習を受講される
　方のご記入は不要です。監理技術者資格者証の裏面、または講習修了証をご確認ください。

日中連絡可能な電話番号

※前回の講習修了証等にこのハイフンが無い場合も、この枠に合わせて10ケタの数字を記入してください。

① 1 2

②

個人での申込 勤務先＊受付票送付先として、①または②のどちらかに
　必ず○を付けてください。

＊企業申込の場合は、企業のご担当者宛に
　受付票を郵送いたします。企業での申込

自宅

●申込形態を選択し、どちらかに必ず○を付けてください。
後日、受付票とともに受講料のお支払い伝票を郵送します。お近くのコンビニでお支払いください。

●講習日程を参照のうえ、都道府県名・会場名・受講日を必ずご記入ください。

●「企業での申込」または「個人での申込」で「勤務先に送付」を選んだ方は、必ずご記入ください。 

03-5408-1882

フリガナ
通称名

申込先

複数名の申込の際は、本申込書をコピーしてご利用ください。 原則、講習日の14日前（必着）までに送信してください。

1級建設機械施工技士 1級管工事施工管理技士

1級造園施工管理技士 ー級建築士 技術士 大臣認定 実務 資格なし

1級土木施工管理技士 1級建築施工管理技士 1級電気工事施工管理技士

フリガナ 所属
フリガナ
氏名

TEL（直通）

会社名

フリガナ

会社住所

監理技術者講習受付センター
（一財）建設業振興基金

〒　　　　ー
TEL

携帯電話

FAX

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

携帯電話

メールアドレス @

土木工事業
電気工事業 管工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業

舗装工事業 しゅんせつ工事業
機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業

消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業 その他
さく井工事業

建具工事業 水道施設工事業

板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業
内装仕上工事業

建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業
屋根工事業

FAX
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/privacy/

会
社
情
報
欄

ご
担
当
者
情
報

連
絡
先

連
絡
先

受
講
者
情
報
欄

希
望
会
場

主たる
建設業の
種類

別紙監理技術者講習 申込書 FAX申込用

2020.6

前回、監理技術者講習を修了した際の講習修了番号

新規 更新

●緊急連絡先を必ずご記入ください。

緊急連絡先
（受講者）


