設備関連 資格試験・講習 実施一覧 (令和3年度)
No

資

格

1 １級管工事施工管理技士

申込期間
5/6～20

第1次検定合格者＝1級技士補 (永久の資格として付与) ＊1

R3/3/3～17
2 ２級管工事施工管理技士
第1次検定合格者＝2級技士補 (永久の資格として付与) ＊2

3 １級土木施工管理技士

7/13～27
R3/3/17～31
R3/3/3～17

＊2と同様

5 １級電気工事施工管理技士

＊2と同様

7/6～20
R3/1/29～2/12

11/21

第1次のみ（後期）
第2次のみ

第1次検定

7/4

第2次検定

10/3
6/6

第1次のみ（前期）

10/24

第1次のみ（後期）
第2次のみ

第1次検定

第1次・第2次同日受験

第1次のみ（後期）
講習・修了考査
同日

未定

実技試験

12/3～2/13の指定日

学科試験

1月～2月頃

実技試験

12/3～2/13の指定日

学科試験

1月～2月頃

R3/3/1～19

一次試験

6/20

原則、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみ

二次試験

8/22
8/28

10/4～15

9 １、２級技能士 冷凍空気調和機器施工

10/4～15

5/6～21
（申込書購入4月中）

5/6～21
（申込書購入4月中）

申 込 先

申込先住所

学科試験
実地試験
実地試験のみ
学科試験
実地試験
実地試験のみ

12/11

東京都小平市喜平町2－1－2

042-300-6855

(一財)全国建設研修センター
試験業務局管工事試験部

東京都小平市喜平町2－1－2

042-300-6855

(一財)全国建設研修センター
試験業務局土木試験部

東京都小平市喜平町2－1－2

042-300-6860

(一財)全国建設研修センター
試験業務局土木試験部

東京都小平市喜平町2－1－2

042-300-6860

03-5473-1581

03-5473-1581

(公財)建築技術教育普及センター本部

東京都千代田区紀尾井町3-6
紀尾井町パークビル

03-6261-3310

宮城県職業能力開発協会

仙台市青葉区青葉町16-1

022-271-9260

宮城県職業能力開発協会

仙台市青葉区青葉町16-1

022-271-9260

(公財)建築技術教育普及センター本部

東京都千代田区紀尾井町3-6
紀尾井町パークビル

03-6261-3310

(一社)日本計装工業会

東京都千代田区東神田2-4-5
東神田堀商ビル4階

03-5846-9165

(一社)日本計装工業会

東京都千代田区東神田2-4-5
東神田堀商ビル4階

03-5846-9165

8/29
12/12

申込先電話

(一財)全国建設研修センター
試験業務局管工事試験部

6/13
東京都港区虎ノ門4-2-12
(一財)建設業振興基金試験研修本部
虎ノ門4丁目ＭＴビル2号館
10/17
6/13
11/14 ※申込注意 (一財)建設業振興基金試験研修本部 東京都港区虎ノ門4-2-12
虎ノ門4丁目ＭＴビル2号館
11/14

第2次検定

7/6～20

8 １、２級技能士 配管 （建築配管作業）

12 ２級計装士

第1次のみ（前期）

第1次のみ（前期）
第2次のみ

5月頃発表

11 １級計装士

12/5
6/6

R3/1/29～2/12

7 設備設計１級建築士 講習

10 建築設備士

9/12

第2次検定

第1次・第2次同日受験

＊1と同様

6 ２級電気工事施工管理技士

第1次検定

第1次・第2次同日受験

＊1と同様

4 ２級土木施工管理技士

試験日・講習日

5/27～6/4
8/26～9/3
12/16～24

7/11
10/10
R4/2/19

(一財)消防試験研究センター
宮城県支部

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17
宮城県仙台合同庁舎5階

022-276-4840

14 危険物取扱者 甲種、乙種、丙種

試験日の
40～50日前位

6/13 , 7/4 , 7/25 , 9/12 , 11/21
12/12 , 12/19 , R4/3/6 ※開催地注意

(一財)消防試験研究センター
宮城県支部

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17
宮城県仙台合同庁舎5階

022-276-4840

15 消防設備点検資格者講習 第１種

6/7～25

7/28～30

(一社)宮城県消防設備協会

仙台市青葉区本町3-5-22
宮城県管工事会館2階

022-223-3650

16 給水装置工事主任技術者

4月下旬発表

10月下旬

(公財)給水工事技術振興財団

東京都新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル12階

03-6911-2711

17 排水設備工事責任技術者

8月～9月頃

10月～11月頃

登録の申請を予定している
市町村の下水道担当課

※問合せ先 (一財)宮城県下水道公社
TEL 022-276-2521

各市町村の
下水道担当課

18 浄化槽設備士

4月～5月頃

7月上旬頃

(公財)日本環境整備教育センター
国家試験係

東京都墨田区菊川2-23-3

03-3635-4881

高圧ガス保安協会試験センター

東京都港区虎ノ門4-3-13

03-3436-6106

宮城県液化石油ガス教育事務所

仙台市青葉区本町3-5-22
宮城県管工事会館5階LPG協会内

022-262-0321

(一財)日本石油燃焼機器保守協会

東京都渋谷区東2－24－2

03-3499-2928

(一財)日本建築設備・昇降機センター

東京都港区西新橋1－15－5
内幸町ケイズビル

03-3591-2426

(公社)ロングライフビル推進協会

東京都港区浜松町2－1－13
芝エクセレントビル4階

03-5408-9830

13 消防設備士 甲種１，２，３類

筆記試験

11/7

技能試験

12/5
7/5～7 , 9/28～30

19 液化石油ガス設備士（試験による取得）

8月中旬～下旬頃

20 液化石油ガス設備士（講習による取得）

前期：6/7～21
工期：8/31～9/14

21 石油機器技術管理士 講習

講習約2ヶ月前～
1ヶ月前

5/26～27
仙台開催

未定

未定

4月～（予定）

6/16～18
開催地 東京

8月頃

11月最終週の土曜日、日曜日

（公社）空気調和・衛生工学会

東京都新宿区神楽坂4-8
神楽坂プラザビル4階

03-5206-3600

未定

宮城開催は未定

(公財)給水工事技術振興財団

東京都新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル12階

03-6911-2711

未定

未定

(一社)日本空調衛生工事業協会

東京都中央区新富2-2-7
空衛会館3階

03-3553-6431

27 RRC認定冷媒回収技術者 登録講習

随時（定員あり）

4/6 , 6/22

申込先が複数あるので下記へ問合せ
(一財）日本冷媒・環境保全機構
冷媒回収推進・技術センター(RRC)

東京都港区芝公園3-5-8
機械振興会館

03-5733-5311

28 第一種冷媒フロン類取扱技術者 講習

随時（定員あり）

4/7 , 5/13 , 6/23
仙台開催

申込先が複数あるので下記へ問合せ
（一社）日本冷凍空調設備工業連合会

東京都港区芝公園3-5-8
機械振興会館

03-3435-9411

29 第二種冷媒フロン類取扱技術者 講習

随時（定員あり）

4/8 , 6/17 , 6/24
仙台開催

申込先が複数あるので下記へ問合せ
（一財）日本冷媒・環境保全機構

東京都港区芝公園3-5-8
機械振興会館

03-5733-5311

30 特別管理産業廃棄物管理責任者 講習

4/1受付開始

仙台開催 6/15 , 6/16 , R3/2/8 , 2/9

22 建築設備検査員 講習
23 建築設備診断技術者 講習
24 工学会設備士 （空調部門・衛生部門）
25

給水装置工事配管技能検定会
全国標準検定（Ａ），（Ｂ）

26 登録配管基幹技能者 講習

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみ

31

産業廃棄物収集運搬業の
許可申請に関する講習

4/1受付開始

32

特別管理産業廃棄物収集運搬業の
許可申請に関する講習

4/1受付開始

33

配水管工技能講習会
小口径管(φ100又はφ150)
配水管工技能講習会
大口径管(φ500以上)

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみ

R3/2/8～
(定数で締切)

R3/2/8～
(定数締切)
9月以降の講習：7/1～

講 習
検定試験(筆記)
検定試験(技能)

7/30 , 10/15
9/9～10 , 12/3～4

（公財）日本産業廃棄物処理振興センター 東京都千代田区二番町3番地
※上記の試験前に、ｵﾝﾗｲﾝで講義を受講 ※（一社）宮城県産業資源循環協会 問合せ可
麹町スクエア7階

仙台開催 7/21 , R4/3/15

（公財）日本産業廃棄物処理振興センター 東京都千代田区二番町3番地
※上記の試験前に、ｵﾝﾗｲﾝで講義を受講 ※（一社）宮城県産業資源循環協会 問合せ可
麹町スクエア7階

福島開催 8/31 , 9/1
東京都千代田区二番町3番地
東京開催 10/6 , R4/2/10
（公財）日本産業廃棄物処理振興センター
麹町スクエア7階
※上記の試験前に、ｵﾝﾗｲﾝで講義を受講
6/8～7/29までの間で8回
(公社)日本水道協会
東京都千代田区九段南4－8－9
(1回3日間） 仙台開催
配水管工技能講習会事務局

4/6～R4/3/18までの間で23回
（1回2日間) 東京開催

03-5275-7115
03-5275-7115
03-5275-7115
03-3264-2496

東京都水道局研修・開発センター
東京水道(株)国内事業課

東京都世田谷区玉川田園調布1-19-1

03-3721-5166

34 防火対象物点検資格者 講習

実施月の
3ヶ月前頃発表

9/14～17

(公社)仙台市防災安全協会

仙台市青葉区柏木1-2-45
フォレスト仙台ビル3階

022-271-1211

35 ガス溶接作業主任者

試験日2ヶ月前
～14日前

6/8 , 12/7

(公財)安全衛生技術試験協会
東北安全衛生技術センター

宮城県岩沼市里の杜1-1-15

0223-23-3181

36 石綿作業主任者

実施月1.5ヶ月～
1ヶ月前発表

7/13～14 , 10/14～15 , R4/1/6～7

(公社)宮城労働基準協会仙台支部

仙台市青葉区一番町2-5-22
GC青葉通りプラザビル6階

022-262-2122

37 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

実施月1.5ヶ月～
1ヶ月前発表
TELのみ

R3/4月～R4/3月の毎月1週目又は2週目の
火曜日～金曜日（1回3日間）

(公社)宮城労働基準協会仙台支部

仙台市青葉区一番町2-5-22
GC青葉通りプラザビル6階

022-262-2122

※ 受験・受講に必要な資格については、別紙 「受験・受講資格一覧」 を参照してください。
※ 現時点で日程等が未定のものは、4月以降順次発表となります。申込先のホームページ等でご確認ください。
※ その他、受験申し込みの際は必ず申込先のホームページ等で、詳細のご確認をお願いいたします。

一般社団法人 宮城県空調衛生工事業協会 技術委員会 作成

