
各3単位

(合計12単位)

　

受付13:00～／講習13:30～17:05            

※一部変更となる場合がありますので予めご了承ください。

※各回講習終了後、講習内容の理解度確認シートを配布させていただきますので、ご活用下さい。

回回回回 日程日程日程日程 時間時間時間時間

14:55

～

15:55

16:05

～

17:05

工事開始時、工事中、工事完了時の届出書類、工

事計画届けの必要な工事、建設物･機械等設置届の

必要な工事、他

酸素欠乏症、有害化学物質、石綿、じん肺、健康

診断、熱中症、白ろう病対策、騒音・振動規制、

健康診断、ストレスチェック、リスクアセス、他

解体工事、外壁等の崩落防止、外構工事の安全、

悪天候時の注意点、作業環境測定、表示・立入禁

止措置、作業に必要な資格、他

質疑回答事例解説：工事開始時期、型枠支保工、

建築物の改造、掘削、足場、移動式足場、架設通

路、推進工法、特定重機、飛来落下防護施設、他

元請･下請業者の安全管理実施事項

㈱奥村組

金咲達郎氏

労働災害の責任の追及

13:45

　～

14:45

14:55

～

15:55

13:30～

13:45

行政からのお知らせ 厚生労働省大阪労働局、大阪府住宅まちづくり部担当者

13:30～

13:45

行政からのお知らせ 厚生労働省大阪労働局、大阪府住宅まちづくり部担当者

13:30～

13:45

行政からのお知らせ 厚生労働省大阪労働局、大阪府住宅まちづくり部担当者

㈱竹中工務店

松谷和也氏

16:05

～

17:05

13:45

　～

14:45

14:55

～

15:55

大阪府住宅まちづくり部公共建築室発注の条件付一般競争入札（実績申告型）において、継続教育（ＣＰＤ）は実績評価項目とし

て評価されます。これは配置監理技術者が、過去1年間の継続教育（ＣＰＤ）の取得単位数を過去1年間の継続教育（ＣＰＤ）の取得単位数を過去1年間の継続教育（ＣＰＤ）の取得単位数を過去1年間の継続教育（ＣＰＤ）の取得単位数を本講習１回分（3単位）以上を含む12単位以本講習１回分（3単位）以上を含む12単位以本講習１回分（3単位）以上を含む12単位以本講習１回分（3単位）以上を含む12単位以

上上上上取得している場合に評価点1点を追加するものです。取得している場合に評価点1点を追加するものです。取得している場合に評価点1点を追加するものです。取得している場合に評価点1点を追加するものです。

（入札時のCPD評価の詳細は府公共建築室計画課にお問合せ下さい。℡06-6210-9783)

建築士法第22条の4第5項に基づく建築技術講習会建築士法第22条の4第5項に基づく建築技術講習会建築士法第22条の4第5項に基づく建築技術講習会建築士法第22条の4第5項に基づく建築技術講習会

建設工事の安全・健康確保講習会建設工事の安全・健康確保講習会建設工事の安全・健康確保講習会建設工事の安全・健康確保講習会

建設災害の現状

災害発生原因と対応

死傷災害･業種別災害の推移と事例

災害発生の状況・原因・防止対策、他

建設業労働災害防止協会

安全管理士　山下一彦氏

日　程日　程日　程日　程

内　容内　容内　容内　容

13:45

　～

14:45

テーマテーマテーマテーマ 内容内容内容内容 講師講師講師講師

 主催／公益社団法人大阪府建築士会

 後援／（一社）大阪建設業協会 ああああ

 　　　  （一社）日本建設業連合会関西支部

        （一社）大阪府中小建設業協会あ

　     （一社）大阪府建築士事務所協会

　     （公社）日本建築家協会近畿支部

    （一社）日本建築学会近畿支部

    （一社）日本建築協会　あああ

　

建築工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため「建設工事従事

者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」が平成29年3月16日に施行されました。墜落災害など

建設工事現場の災害により、年間約300 人もの尊い命が失われており、災害の撲滅には公共工事のみな

らず全ての建設工事について、労働安全衛生法令に基づく最低基準の遵守徹底に加え、さらに建築業者

等による取組を促進していくこと等が重要です。

本講習会では、建築設計者及び工事管理技術者等に、設計、施工等の各段階における安全･健康確保の措

置や、建築労働者の意識向上を図る取組み方法についての講習を行い、労働災害防止に関する総合的計

画的な対策を推進することにより、建築労働者の安全と健康を確保することを目的としておりますの

で、ぜひご受講いただき、労働災害防止に役立てていただきますようお願い致します。尚、本講習会は

法定講習とは異なり受講は任意です。

13:30～

13:45

行政からのお知らせ 厚生労働省大阪労働局、大阪府住宅まちづくり部担当者

～大阪府工事入札（実績申告型）の評価点追加対象講習会～～大阪府工事入札（実績申告型）の評価点追加対象講習会～～大阪府工事入札（実績申告型）の評価点追加対象講習会～～大阪府工事入札（実績申告型）の評価点追加対象講習会～

2019年　2019年　2019年　2019年　９９９９月月月月１３１３１３１３日(金)、　日(金)、　日(金)、　日(金)、　１１１１１１１１月 月 月 月 ８８８８日(金)、　日(金)、　日(金)、　日(金)、　１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日(金)、　2020年　日(金)、　2020年　日(金)、　2020年　日(金)、　2020年　２２２２月月月月１２１２１２１２日(水)日(水)日(水)日(水)

◎本講習１回（ＣＰＤ３単位）以上を含むＣＰＤ１２単位で、大阪府工事入札（実績申告型）の評価点が追加されます◎本講習１回（ＣＰＤ３単位）以上を含むＣＰＤ１２単位で、大阪府工事入札（実績申告型）の評価点が追加されます◎本講習１回（ＣＰＤ３単位）以上を含むＣＰＤ１２単位で、大阪府工事入札（実績申告型）の評価点が追加されます◎本講習１回（ＣＰＤ３単位）以上を含むＣＰＤ１２単位で、大阪府工事入札（実績申告型）の評価点が追加されます

法律の概要、マネジメントシステム、元方事業

者、注文者、事業者、関係請負人の安全管理の役

割、他

杭打、掘削、土留支保工の安全対策

大日本土木㈱

廣瀬淳司氏

㈱大林組

平野哲也氏

安全な掘削作業、土留支保工の安全計画

16:05

～

17:05

13:45

　～

14:45

14:55

～

15:55

16:05

～

17:05

通路の管理、安全な足場組立と管理、作業構台、

墜落防止、飛来落下防止、高所作業の危険防止、

墜落制止用器具・安全保護具、作業員の高齢化対

策、他

ショベル等車両系建設機械、クレーン等建設機

械、荷役運搬機械、玉掛け作業、溶接、ガス導管

作業、火気・危険物の取扱い、防火管理、他

１１月８日

（金）

2

１2月１３日

（金）

3

２月１２日

（水）

4

９月１３日

（金）

1

型枠支保工、鉄骨工事の安全対策 型枠支保工の構成と鉄骨工事の組立の安全計画

建設業労働災害防止協会

安全管理士　山下一彦氏

建設業労働災害防止協会

安全管理士　山下一彦氏

建設業労働災害防止協会

安全管理士　山下一彦氏

機械・電気災害の安全対策

火気・危険物等の扱い

各種届出書類と文書保存

職業性疾病予防と公害防止

ストレスチェック制度、リスクアセ

スメント

解体工事、外構工事

作業環境･安全サイン等の注意点

作業に必要な資格

総合計画･仮設計画のポイント

施工計画の安全に関する質疑・回答

事例の解説

労働安全衛生法と安全管理のしくみ

安全担当者の資格と職務

通路と足場の安全確保

墜落と飛来落下災害の防止

作業員の高齢化対応

作業所の組織、災害防止協議会、安全衛生管理計

画表、工事打合せと安全作業指示、工事用機械・

仮設設備の管理、職場環境･作業規律の管理、他

労働災害の定義、発生の影響、刑事責任、行政責

任、民事責任、社会的責任、責任の所在、送検事

例と安全確保、他

㈱奥村組

内野茂寿氏



大阪府建築士会会議室大阪府建築士会会議室大阪府建築士会会議室大阪府建築士会会議室

大阪市中央区谷町3-1-17　高田屋大手前ビル５階

地下鉄谷町四丁目駅下車　1-B出口すぐ

各回　60名（申込先着順）

どなたでも受講できます。

4回のセミナーですが、ご指定日のみの受講も可能です

安全法令ダイジェスト　改訂7版　テキスト版　㈱労働新聞社　1,500円（税込）・・・第1～4回全て使用

※2019年3月発刊　本講習会ご受講者限定の特別価格となります。

総合工程・総合仮設計画編

施工計画の質疑・回答

　※各テキストをお持ちの方は当日ご持参下さい。

　①下記の本会予約ページにて、本講習会の 　①下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、

　　予約ボタンをクリックしてください。 　　本会までご送信ください。

　　

　②申込様式に必要事項を入力のうえ送信後、 　②本会受付後、予約票を返信いたします。

　　予約票が自動返信されます。

　　 　　

　③予約票の受信から1週間以内に受講料とテキスト代金を指定の金融機関口座へお振込みください。

　　※金融機関口座は予約票にてご案内いたします。

　　※金融機関の払込済票を本会領収書に代えさせていただきます。

　　※お振込み後の受講料は返金いたしません（当日欠席された場合も同様です）。

　　

　④お振込み確認後に受講票を返信いたしますので、講習会当日に必ずご持参ください。

　　講習会の1週間前までに受講票が届かない場合は本会までご連絡ください。

公益社団法人大阪府建築士会　事務局　

〒540-0012　大阪市中央区谷町3-1-17高田屋大手前ビル5階

ＴＥＬ：06-6947-1961　ＦＡＸ：06-6943-7103

 団 体 名：

 会員番号：

〒

　注1）建築士会会員ならびに後援団体会員の方は、必ず所属団体名と会員番号をご記入下さい。

　注2）連絡先は自宅か勤務先のいずれかをご記入ください。

　注3）受講日は受講される講習日に✔をご記入ください。

　注4）受講料はいずれかに✔を記入し、金額を（　　　）にご記入ください。

　注5）テキスト代はいずれかに✔をご記入ください。（テキストをお持ちの方は当日ご持参下さい。）

　　　  建築士会の賛助会員企業にご所属の方は、入会口数1口につき1名様を建築士会会員受講料とさせていただきます。

　※ご記入いただいた内容は、本講習会の運営と今後のご案内にのみ使用させていただきます。

所属団体

注1）

 大 ・ 昭 ・ 平　　　　年　　　月　　　日

　□建築士会会員：（　　　　　　）円　　□後援団体会員：（　　　　　　）円　　□一般：（　　　　　　）円

勤務先

ＴＥＬ ＦＡＸ

E-mail

建設労働災害防止協会　400円（税込）・・・第4回のみ使用

https://www.aba-osakafu.or.jp/reserve/

□　不要

テキスト代

注5）

会　場会　場会　場会　場

定　員定　員定　員定　員

受　講受　講受　講受　講

テキストテキストテキストテキスト

　建築士会会員：3,000円/回、後援団体会員：4,000円/回 、一般：5,000円/回 ※受講料にテキスト代は含みません

住所

受講日

注3）

□第1回　9月13日（金）　□第2回　11月8日（金）　□第3回　12月13日（金）　□第4回　2月12日（水）

　（４回通し受講：建築士会会員：10,000円、後援団体会員：14,000円、一般：18,000円）

受講料受講料受講料受講料

申込方法申込方法申込方法申込方法

申込先申込先申込先申込先

「建設工事の安全・健康確保 講習会」申込書「建設工事の安全・健康確保 講習会」申込書「建設工事の安全・健康確保 講習会」申込書「建設工事の安全・健康確保 講習会」申込書

フリガナ 生年月日

ＷＥＢ申込の場合ＷＥＢ申込の場合ＷＥＢ申込の場合ＷＥＢ申込の場合 ＦＡＸ申込の場合ＦＡＸ申込の場合ＦＡＸ申込の場合ＦＡＸ申込の場合

予約ページQRコード

受講料

注4）

氏名

連絡先

注2）

□　「総合工程・総合仮設計画編」「施工計画の質疑・回答」　　　400円（税込）※第4回のみ使用

□　安全法令ダイジェスト　改訂7版　テキスト版　1,500円（税込）

●東中学校●東中学校●東中学校●東中学校 ●ＮＨＫ大阪●ＮＨＫ大阪●ＮＨＫ大阪●ＮＨＫ大阪

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

　　高田屋大手前ビル5階　　高田屋大手前ビル5階　　高田屋大手前ビル5階　　高田屋大手前ビル5階

谷谷谷谷

町町町町

筋筋筋筋

　　　　

　●パスポートセンター　●パスポートセンター　●パスポートセンター　●パスポートセンター

▲１－Ｂ出口▲１－Ｂ出口▲１－Ｂ出口▲１－Ｂ出口

中央大通り中央大通り中央大通り中央大通り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大大大大

阪阪阪阪

府府府府

警警警警

●●●●

●大阪府建築士会●大阪府建築士会●大阪府建築士会●大阪府建築士会

谷谷谷谷

町町町町

四四四四

丁丁丁丁

目目目目

駅駅駅駅

・・・・・・・・・・・・

本町通り本町通り本町通り本町通り


