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№ 状況 日程※１、※２ 募集人員
（最小遂行人数）※４

周知日
（再周知日）

研修方法
（主催者）

料金 試験日 備考（&申込開始時期)

1 計画 　４月４日（火）
２０名
（５名）

２月１日
（３月１日）

ＬＩＶＥ配信
（工事担任者の会）

会  員：13,800円
非会員：23,100円

5月21日 　2月1日～2月21日

2 計画 　４月６日（木）
２０名
（５名）

２月１日
（３月１日）

ＬＩＶＥ配信
（工事担任者の会）

会  員：13,800円
非会員：23,100円

5月21日 　2月1日～2月21日

3 計画 　４月１３日（木）
２０名
（５名）

２月１日
（３月１日）

ＬＩＶＥ配信
（工事担任者の会）

会  員：13,800円
非会員：23,100円

5月21日 　2月1日～2月21日

4 計画 　１０月３日（火）
２０名
（５名）

７月１８日
（８月１日）

ＬＩＶＥ配信
（工事担任者の会）

会  員：13,800円
非会員：23,100円

11月26日 　8月1日～8月22日

5 計画 　１０月５日（木）
２０名
（５名）

７月１８日
（８月１日）

ＬＩＶＥ配信
（工事担任者の会）

会  員：13,800円
非会員：23,100円

11月26日 　8月1日～8月22日

6 計画 　１０月１０日（火）
２０名
（５名）

７月１８日
（８月１日）

ＬＩＶＥ配信
（工事担任者の会）

会  員：13,800円
非会員：23,100円

11月26日 　8月1日～8月22日

7 計画
　７月２６日（水）
　　　　～２７日（木）

３５名
（２３名）

４月１７日
（５月８日）

ＬＩＶＥ配信
（日本建設情報センタ）

会  員：38,500円
非会員：48,200円

9月3日 　5月8日～5月22日

8 計画 　１０月２７日（金）
３５名

（１８名）
９月１１日
（１０月１０日）

ＬＩＶＥ配信
（日本建設情報センタ）

会  員：25,200円
非会員：27,500円

12月3日 　5月8日～5月22日

9 計画
　９月１３日（火）
　　　　～１４日（水）

１５名
（５名）

７月１８日
（８月１日）

集合型（日本無線協会ﾞ）
U=AXISビル　BCC会議室

会　員：30,350円
非会員：42,500円

養成課程

10 計画 　４月３日（月）～ － ４月３日
（７/１、10/1）

e-ラーニング
（データ通信協会）

事務局へ
お問い合わせください

随時
HPより確認できます。
HOME＞ 研修/資格＞ eLPIT研修＞
#学習期間及び受講料

11 計画
　４月１１日（火）
　　　　～１２日（水）

２０名
（５名）

２月１日
（２月２２日）

集合型（ﾎｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ）
U=AXISビル　BCC会議室

会  員：27,600円
非会員：46,200円

－

12 計画 　８月２日（水）
２０名
（５名）

６月２６日
（７月１０日）

集合型（ﾎｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ）
U=AXISビル　BCC会議室

会  員：13,800円
非会員：23,100円

－

13 計画 　８月２８日（月）
２０名
（５名）

７月１０日
（７月３１日）

集合型（ﾎｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ）
U=AXISビル　BCC会議室

会  員：13,800円
非会員：23,100円

－

14 計画 　９月４日（月）
２０名
（５名）

７月１０日
（７月３１日）

集合型（ﾎｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ）
U=AXISビル　BCC会議室

会  員：13,800円
非会員：23,100円

－

15 計画 　４月３日（月）～ － ２月１日
（３/1,7/18）

e-ラーニング
（日本建設情報センタ）

会　員：33,500円
非会員：48,500円

春季：　5月21日
秋季：11月26日

16 計画 　４月３日（月）～ － ２月１日
（３/1,7/18）

e-ラーニング
（日本建設情報センタ）

会　員：18,000円
非会員：33,000円

春季：　5月21日
秋季：11月26日

17 計画 　４月３日（月）～ － ２月１日
（５月８日）

e-ラーニング
（日本建設情報センタ）

会　員：36,000円
非会員：39,000円

9月4日

18 計画 　４月３日（月）～ － ４月１７日
（５月８日）

e-ラーニング
（日本建設情報センタ）

会　員：25,500円
非会員：27,000円

12月5日

19 計画 　４月３日（月）～ － ２月１日
（4/3、７/１）

e-ラーニング
（日本建設情報センタ）

会　員：37,000円
非会員：40,000円

前期:  6月 4日
後期：11月19日

前期：一次前期、
後期：一次二次、一次後期、二次

20 計画 　４月３日（月）～ － ２月１日
（4/3、７/１）

e-ラーニング
（日本建設情報センタ）

会　員：28,500円
非会員：30,000円

前期:  6月 4日
後期：11月19日

前期：一次前期、
後期：一次二次、一次後期、二次

21 計画 　６月５日（月）～ － ６月５日
（６月１９日）

e-ラーニング
（日本建設情報センタ）

会　員：18,500円
非会員：20,000円

後期：11月19日 後期：一次二次、一次後期、二次

22 計画 　４月３日（月）～ － ４月３日
（７/１、10/1）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：21,780円
非会員：24,200円

CBT試験

23 計画
筆記：６月開講予定
技能：９月開講予定

－ ６月５日
（６月１９日）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：42,300円
非会員：47,000円

筆記10月　1日
技能12月10日

24 計画 　６月中旬開講予定 － ６月５日
（６月１９日）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：17,100円
非会員：19,000円

筆記10月　1日

25 計画 　９月開講予定 － ８月２１日
（９月１１日）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：29,700円
非会員：33,000円

技能12月10日

26 計画
筆記：６月中旬開講予定
技能：９月開講予定

－ ６月５日
（６月１９日）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：42,300円
非会員：47,000円

筆記  5/28&10/29
技能  7/15&12/23

27 計画 　６月中旬開講予定 － ６月５日
（６月１９日）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：17,100円
非会員：19,000円

筆記  5/28&10/29

28 計画 　９月開講予定 － ８月２１日
（９月１１日）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：29,700円
非会員：33,000円

技能  7/15&12/23

29 計画 　４月３日（月）～ － ４月３日
（７/１、10/1）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：19,800円
非会員：22,000円

県域毎に異なる
概ね8月～9月

30 計画 　４月３日（月）～ － ４月３日
（７/１、10/1）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：17,100円
非会員：19,000円

県域毎に異なる
概ね8月～9月

31 計画 　４月３日（月）～ － ４月３日
（７/１、10/1）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会  員：8,100円
非会員：9,000円

県域毎に異なる
概ね8月～9月

32 計画 ６月下旬／１０月下旬 － ４月３日
（７/１、10/1）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会　員：27,000円
非会員：30,000円

11/5、3/24予定※3

（団体試験も可）

33 計画 　４月３日（月）～ － ４月３日
（７/１、10/1）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会  員：12,000円
非会員：13,300円

－

34 計画 　４月３日（月）～ － ４月３日
（７/１、10/1）

e-ラーニング
（ＴＡＣ）

会  員：12,000円
非会員：13,300円

－

35 計画
令和５年　６月８日（木）
グランドヒル市ヶ谷14:00～

－ ４月１７日
（５月８日）

集合型（ITCA）
グランドヒル市ヶ谷

会　員：無　償
非会員：対象外

－

36 計画
令和５年１２月１日（金）
グランドヒル市ヶ谷15:00～

－ １０月６日
（１１月２日）

集合型（ITCA）
グランドヒル市ヶ谷

会　員：無　償
非会員：対象外

－

※１：現時点での計画日程で、この日程で調整を実施しますが、調整結果により変更となる可能性があります、最終的な日付が決まり研修のご案内により次順次ご案内します。
※２：ｅ-ラーニング研修の場合は、申込開始時期をご案内しています。日程が決まり次第順次ご案内します。
※３：令和５年度の試験日程が公表されていないのことから、令和４年度の日程を記載していいます。
※４：目安として定め、申込状況により、教育委員長と個別に開催の可否を判断する

契約と契約書の基本

ウェビナー定例講演会

ＩＴＣＡセミナー

消防設備士_乙種第４類

第２回工担者資格研修
　　＜総合通信＞　法規対策コース

工事担任者養成課程（eLPIT）

消防設備士_甲種第４類

第二種電気工事士（筆記/技能総合対策Ｗｅｂコース）

第一種電気工事士（筆記試験対策Ｗｅｂコース）

第一種電気工事士（技能試験対策Ｗｅｂコース）

第二種電気工事士（筆記試験対策Ｗｅｂコース）

第二種電気工事士（技能試験対策Ｗｅｂコース）

第２級電気通信工事施工管理技士研修（二次）

メンタルヘルス・マネジメント検定試験
Ⅱ種（ラインケアコース）

新入社員研修

労働基準法と関連法規

危険物取扱者乙類第４種

令和５年度　研修計画　　【関東地方本部主催】
研　　修　　名

第１回工担者資格研修
　　＜総合通信＞　法規対策コース

第２回工担者資格研修
　　＜総合通信＞　基礎対策コース

第１回工担者資格研修
　　＜総合通信＞　基礎対策コース

第１回工担者資格研修
　　＜総合通信＞　技術対策コース

自立型中堅社員養成コース
 　～自ら考え行動する社員へ！～

管理者養成コース
　～メンバーと共に成果を上げる管理者へ！～

ハラスメント研修

第２回工担者資格研修
　　＜総合通信＞　技術対策コース

第１級電気通信工事施工管理技士研修（二次）

第１級電気通信工事施工管理技士研修（二次）

第２級電気通信工事施工管理技士研修（一次・二次）

第２級電気通信工事施工管理技士研修（一次）

ＩＴパスポート

第一種電気工事士（筆記/技能総合対策Ｗｅｂコース）

第１級電気通信工事施工管理技士研修（一次）

第２級陸上特殊無線技士資格取得研修

工事担任者資格取得研修通信講座
（２級デジタル）

第１級電気通信工事施工管理技士研修（一次）

工事担任者資格取得研修通信講座
（総合通信）


