平成２８年度

国家検定 単一等級

バルコニー施工技能検定
受 検 の 手 引 き

受検申請受付期間

平成２８年１０月３日（月）～１０月１４日

試験実施日
実技試験
学科試験

平成２９年１月１５日（日）
平成２９年１月２９日（日）

バルコニー施工技能検定とは
技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国とし
て証明する国家検定制度」です。技能に対する社会一般の評価を高め、
働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促
進法に基づき実施されています。
昭和３４年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、現在１２８職種
について実施されています。技能検定の合格者は３００万人を超え、確か
な技能の証として各職場において高く評価されています。

日本エクステリア工業会
〒１１０－００１５

東京都台東区東上野５－２－３ 金竜堂ビル
ＴＥＬ ０３－３８４１－９９６１
ＦＡＸ ０３－３８４１－３７９１

平成２８年度バルコニー施工技能検定実施日程
平成２８年９月１日（木）
試験案内開始日
1

受検申請書を受検する都道府県の都道府県職業能力開発協会から取り寄せます。
受検申請書に必要事項を記入の上、必要枚数の写真を貼ります。

平成２８年１０月３日（月）～１０月１４日（金）
受検申請受付期間
2

受付期間内に、受検申請書を都道府県職業能力開発協会に提出します。
受検手数料を納付します。
学科試験手数料
３，１００円
実技試験手数料 １７，９００円
試験実施日

実技試験 平成２９年１月１５日（日）
学科試験 平成２９年１月２９日（日）

3
受検票を必ず持参してください。

平成２９年３月１０日（金）
合格発表
4

都道府県職業能力開発協会のホームページ等で発表されます。

注意：職業能力開発協会の連絡先については添付の都道府県職業能力開発協会一覧を参照ください。

試験実施要領
1 試験の程度
単一等級・・・技能者として通常到達しうる最高の技能水準の段階にあると認められる
ものが、通常有すべき技能の程度。
2 受検資格
受検に際しては、原則として実務経験が必要です。バルコニー施工技能検定に
必要な実務経験の年数は「単一等級」として３年以上必要ですが、職業訓練歴・
学歴等により短縮される場合があります。
3 試験方法
実技試験と学科試験により行われ、両方の試験に合格する事が必要です。
※実技試験か学科試験のどちらか片方のみに合格した方は、次回以降は不合格となった
試験のみを受験し、合格する事で、技能士となる事ができます。
4 試験科目
実技試験・・・作業試験を行わず、要素試験とペーパーテストの併用になります。
実際的な対象物または現場の状態、状況などについて説明した設問により、
判別・判断・測定・計算などを行う試験です。
試験時間
要素：３６分、 ペーパー：1時間２０分
学科試験・・・一つ一つの問題の内容が正しいか誤っているかを判断させる真偽法によるものと、
正解と思うもの一つだけを選ぶ多肢択一法によるもので出題され、それぞれ２５問
ずつで５０問出題される。
試験時間
1時間４０分
5 試験の合否ライン
１００点を満点として、原則として実技試験は６０点以上、学科試験は６５点以上です。

受検の心得
1 受検票

受検票の記載事項を確認してください。

2 持参するもの
受検票、筆記用具、電卓（実技試験でのみ使用する）
3 実技試験の注意事項
①要素試験においては、各課題とも、要求事項、条件等を十分理解したうえで解答
する事が大切である。
②要素試験の各課題の進行は、技能検定委員の指示に従うことになっているので、
勝手な行動をしてはならない。
③ペーパーテストの解答は、必ず解答用紙の所定の欄に記入し、不必要なことを記入
してはならない。
④試験会場での携帯電話の使用は禁止になっています。マナーモードではなく、必ず
電源を切ってバッグの中等にしまってください。
4 学科試験の注意事項
①係員の指示に従って試験開始の合図で初めてください。
②解答の方法（真偽法と多肢択一法の併用）は次のとおりです。
イ Ａ群の問題（真偽法）は、一つ一つの問題の内容が正しいか、誤っているかを
判断して解答してください。
ロ Ｂ群の問題（多肢択一法）は、正解と思うものを一つだけ選んで、解答してく
ださい。二つ以上に解答した場合は誤答となります。
ハ 答案用紙（マークシート用紙）へ解答する際は、答案用紙に記載されている
注意事項に従ってください。
ニ 答案用紙の解答欄は、Ａ群の問題とＢ群の問題とでは異なります。所定の解答
欄に、試験問題の題数に応じて解答してください。解答欄はＡ群２５題まで、Ｂ
群は２５題まで解答できるようになっています。
③電子式卓上計算機その他これと同等の機能を有するものは、使用してはいけません。
④試験会場での携帯電話の使用は禁止になっています。マナーモードではなく、必ず
電源を切ってバッグの中等にしまってください。
⑤試験終了の合図があったら、筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。

都道府県職業能力開発協会一覧
番号 都道府県職業能力開発協会 郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

平成28年4月
HPアドレス

03-6758-2859
03-5800-3921 http://www.javada.or.jp
03-6758-2861
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中央職業能力開発協会

〒160-8327 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル 11階

1

北海道職業能力開発協会

〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-2 北海道立職業能力開発支援センター内 011-825-2386 011-825-2390 http://www.h-syokunou.or.jp

2

青森県職業能力開発協会

〒030-0122 青森市大字野尻字今田43-1青森県立青森高等技術専門校内

017-738-5561 017-738-5551 http://www.a-noukaikyo.com

3

岩手県職業能力開発協会

〒028-3615 紫波群矢巾町南矢幅10-3-1 岩手県立産業技術短期大学校内

019-613-4620 019-613-4623 http://www.noukai.com

4

宮城県職業能力開発協会

〒981-0916 仙台市青葉区青葉町16-1

022-271-9917 022-271-9242 http://www.miyagi-syokunou-kyoukai.com

5

秋田県職業能力開発協会

〒010-1601 秋田市向浜1-2-1 秋田県職業訓練センター内

018-862-3510 018-866-7853 http://www.akita-shokunou.org/

6

山形県職業能力開発協会

〒990-2473 山形市松栄2-2-1

023-644-8562 023-644-2865 http://www.y-kaihatu.jp

7

福島県職業能力開発協会

〒960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館内

024-525-8681 024-523-5131 http://business2.plala.or.jp/fuvada

8

茨城県職業能力開発協会

〒310-0005 水戸市水府町864-4 茨城県職業人材育成センター内

029-221-8647 029-226-4705 http://www.ib-syokkyo.com

9

栃木県職業能力開発協会

〒320-0032 宇都宮市昭和1-3-10 栃木県庁舎西別館

028-643-7002 028-600-4321 http://www.tochi-vada.or.jp

10 群馬県職業能力開発協会

〒372-0801 伊勢崎市宮子町1211-1

0270-23-7761 0270-21-0568 http://www2.gunmanet.ne.jp/g-vada

11 埼玉県職業能力開発協会

〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎5階

048-829-2802 048-825-6481 http://www.saitama-vada.or.jp

12 千葉県職業能力開発協会

〒261-0026 千葉市美浜区幕張西4-1-10

043-296-1150 043-296-1186 http://www.chivada.or.jp

13 東京都職業能力開発協会

〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター7階

03-5211-235３ 03-5211-2358 http://www.tokyo-vada.or.jp

14 神奈川県職業能力開発協会 〒231-0026 横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ6階

045-633-5419 045-633-5421 http://www.kan-nokaikyo.or.jp

15 新潟県職業能力開発協会

〒950-0965 新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社総合ビル4階

025-283-2155 025-283-2156 http://www.nvada.com

16 富山県職業能力開発協会

〒930-0094 富山市安住町7-18 安住町第一生命ビル2階

076-432-9883 076-432-9894 http://www.toyama-noukai.or.jp

17 石川県職業能力開発協会

〒920-0862 金沢市芳斉1-15-15 石川県職業能力開発プラザ3階

076-262-9020 076-262-3913 http://www.ishivada.com

18 福井県職業能力開発協会

〒910-0003 福井市松本3-16-10 福井県職員会館ビル内

0776-27-6360 0776-27-2060 http://www.fukui-shokunou.jp

19 山梨県職業能力開発協会

〒400-0055 甲府市大津町2130-2

055-243-4916 055-243-4919 http://www.yavada.jp

20 長野県職業能力開発協会

〒380-0836 長野市大字南長野南県町688-2 長野県婦人会館3階

026-234-9050 026-234-9280 http://www.navada.or.jp

21 岐阜県職業能力開発協会

〒502-0841 岐阜市学園町2-33 岐阜県人材開発センター内

058-233-4777 058-233-3449 http://www.gifu-shokunou.or.jp

22 静岡県職業能力開発協会

〒424-0881 静岡市清水区楠160

054-345-9377 054-345-2397 http://shivada.com

23 愛知県職業能力開発協会

〒451-0035 名古屋市西区浅間2-3-14 愛知県職業訓練会館内

052-524-2034 052-524-2036 http://www.avada.or.jp

24 三重県職業能力開発協会

〒514-0004 津市栄町1-954 三重県栄町庁舎4階

059-228-2732 059-228-1134 http://www.mivada.or.jp

25 滋賀県職業能力開発協会

〒520-0865 大津市南郷5-2-14

077-533-0850 077-537-6540 http://www.shiga-nokaikyo.or.jp

26 京都府職業能力開発協会

〒612-8416 京都市伏見区竹田流池町121-3 京都府立京都高等技術専門校内

075-642-5075 075-642-5085 http://www.kyo-noukai.com

27 大阪府職業能力開発協会

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-1-1 大阪本町西第一ビルディング６階

06-6534-7510 06-6534-7511 http://www.osaka-noukai.jp

28 兵庫県職業能力開発協会

〒650-0011 神戸市中央区下山手通6-3-30 兵庫勤労福祉センター1階

078-371-2091 078-371-2095 http://www.noukai-hyogo.jp

29 奈良県職業能力開発協会

〒630-8213 奈良市登大路町38-1 奈良県中小企業会館2階

0742-24-4127 0742-23-7690 http://www.aaa.nara.nara.jp

30 和歌山県職業能力開発協会 〒640-8272 和歌山市砂山南3-3-38 和歌山技能センター内

073-425-4555 073-425-4773 http://www.w-syokunou.com

31 鳥取県職業能力開発協会

〒680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5階

0857-22-3494 0857-21-6020 http://www.hal.ne.jp/syokunou

32 島根県職業能力開発協会

〒690-0048 松江市西嫁島1-4-5 SPビル2階

0852-23-1755 0852-22-3404 http://www.noukai-shimane.or.jp

33 岡山県職業能力開発協会

〒700-0824 岡山市北区内山下2-3-10 アマノビル３階

086-225-1547 086-234-1806 http://www.okayama-syokunou.or.jp

34 広島県職業能力開発協会

〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ5階

082-245-4020 082-245-4858 http://www.hirovada.or.jp

35 山口県職業能力開発協会

〒753-0074 山口市中央4-3-6

083-922-8646 083-922-9761 http://www.y-syokunou.com/

36 徳島県職業能力開発協会

〒770-8006 徳島市新浜町1-1-7

088-663-2316 088-662-0303 http://www.tokunoukai.jp

37 香川県職業能力開発協会

〒761-8031 高松市郷東町587-1 香川地域職業訓練センター内

087-882-2854 087-882-2962 http://www.noukai-kagawa.or.jp

38 愛媛県職業能力開発協会

〒791-1101 松山市久米窪田町487-2 愛媛県産業技術研究所 管理棟２階

089-993-7301 089-993-7302 http://nokai.bp-ehime.or.jp

39 高知県職業能力開発協会

〒781-5101 高知市布師田3992-4 高知地域職業訓練センター内

088-846-2300 088-846-2302 http://www.kovada.or.jp

40 福岡県職業能力開発協会

〒813-0044 福岡市東区千早5-3-1 福岡人材開発センター２階

092-671-1238 092-671-1354 http://www.fukuoka-noukai.or.jp

41 佐賀県職業能力開発協会

〒840-0814 佐賀市成章町1-15

0952-24-6408 0952-24-5479 http://www.saga-noukai.or.jp

42 長崎県職業能力開発協会

〒851-2127 西彼杵郡長与町高田郷547-21

095-894-9971 095-894-9972 http://www.nagasaki-noukai.or.jp

43 熊本県職業能力開発協会

〒861-2202 上益城郡益城町田原2081-10 電子応用機械技術研究所内

096-285-5818 096-285-5812 http://www.noukai.or.jp

44 大分県職業能力開発協会

〒870-1141 大分市大字下宗方字古川1035-1 大分職業訓練センター内

097-542-3651 097-542-0996 http://www.noukai-oita.com

45 宮崎県職業能力開発協会

〒889-2155 宮崎市学園木花台西2-4-3

0985-58-1570 0985-58-1554 http://www.syokuno.or.jp

46 鹿児島県職業能力開発協会 〒892-0836 鹿児島市錦江町9-14

099-226-3240 099-222-8020 http://www.syokunou.or.jp

47 沖縄県職業能力開発協会

098-862-4278 098-866-4964 http://www.oki-vada.or.jp

〒900-0036 那覇市西3-14-1 那覇地域職業訓練センター内

受検準備講習会開催案内
受検申請書を提出した方へ
日本エクステリア工業会の受検準備講習会を地区支部の主催に
より平成２８年１２月～平成２９年１月に開催いたします。
受講申込み

皆様のお取り扱いメーカーのエクステリア担当者にお問い合わせ下さい。
（未開催の地区もございますのでご注意下さい。）

受講手数料

地区により異なりますので、受講申込みのお問い合わせの際に、お取り
扱いメーカーのエクステリア担当者にご確認下さい。

受講会場

受講申込みのお問い合わせの際に、お取り扱いメーカーのエクステリア担
当者に確認下さい。

バルコニー施工技能士の取り扱うエクステリア製品
・ アルミバルコニー

・ アルミテラス

・ アルミカーポート

・ アルミ自転車置場

・ アルミ簡易収納庫

・ アルミシェルター

・ アルミ風除室

・ アルミスクリーン

・ アルミ手すり

日本エクステリア工業会会員一覧表
会
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地
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久米工業株式会社

愛知県名古屋市南区明治1-10-14

052-692-7811 052-692-7755

株式会社サンアイ岡本

岐阜県多治見市東町1-9-50

0572-51-8222 0572-51-8228

三協立山株式会社

富山県高岡市早川70

0766-20-2263 0766-20-2071

三和シヤッター工業株式会社

東京都板橋区新河岸2-3-5

03-6734-7759 03-3939-8516

四国化成工業株式会社

香川県丸亀市土器町東8-537ｰ1

0877-22-4111 0877-22-4118

株式会社 タカショー

和歌山県海南市南赤坂20-1

073-482-4128 073-486-2560

株式会社 デザインアーク

大阪市西区阿波座1-5-16

06-6536-6404 06-6536-3668

株式会社 大仙

愛知県豊橋市下地町字柳目8

0532-54-6521 0532-57-1751

ビニフレーム工業株式会社

富山県魚津市北鬼江616

0765-24-1020 0765-24-1022

文化シヤッター株式会社

東京都文京区西片1-17-3

03-5844-7111 03-5844-7251

株式会社ＬＩＸＩＬ

東京都江東区大島2-1-1

03-3638-8881 03-3638-8350

ＹＫＫ ＡＰ株式会社

東京都千代田区神田和泉町1番地

03-5610-8583 03-5610-8559

