
　　　　　 平成 30年 3月 5日（月）
午後 6時 30分～
三浦　勝

出席者 会　長：井上　曻
副会長：宮下　昭、副会長：堀内　正三
常任理事：宮下　尊之、常任理事：宮下　博邦
常任理事：三浦　勝、常任理事：井上　貴文
理事：渡辺　秀一、理事：萱沼　崇行

１，開会の言葉 （　　　　　　副会長）

２，会長挨拶 （井上 曻 会長）
　　（司会者） 理事会の議長は、定款第２２条により会長と定められております

ので、井上会長、議長をお願い致します。

３，議長挨拶 （井上 曻 議長）

４，会議の定数と成立報告
（事務局） 理事会の定数20名のところ、出席者　9名、委任状提出者　5名、

合計　14名であります。出席者が定款第22条の定める2分の1以上で
ありますので、本理事会は成立したことを報告いたします。

５，議題

（１）修了式について 以下、事務局より説明

本年度は　3月　9日（金）午後　6時　30分から修了式を執り行います。
設営準備を午後　6時　00分から行いますので、ご協力お願い致します。

修了予定者　　　　
木造建築科　　　　　 3 名
建築塗装科 2 名 計 5 名

開式の言葉 渡邊　和之 副会長 式辞 井上　曻　会長

来賓祝辞 講師　渡邊　正仁さん 閉式の言葉 大森 好正　副会長
※井上年雄顧問が当日欠席のため

記念撮影　　訓練校デジカメ 司会 三浦　勝　常任理事

全員一致で了解する

（２）入校式について（カレンダー参照） 以下、事務局より説明

入校式の日程を決定したいと思います。
【昨年度】
　日程：4月14日（金）
　設営時間：午後5時00分～
　受付時間：午後6時10分～
　開式時間：午後6時30分～

・本年度は、平成　30年　4月　13日（金）に実施します。
・設営時間は、 午後5時00分～
・受付時間は、 午後6時10分～
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・開式時間は、 午後6時30分～

開式の言葉 大森 好正　副会長 校長訓辞 井上　曻　会長

来賓祝辞 井上　年雄　顧問 激励の言葉 渡辺 和之　副会長

閉会式の言葉 宮下　昭　副会長 司会 三浦　勝　常任理事

◎ 設営時間、受付時間、開式時間は前年度同様。
◎ 開会の言葉、来賓祝辞、激励の言葉、閉会の言葉等の

担当は前年度同様。

全員一致で了解する

（３）普通課程訓練生募集について 以下、事務局より説明

平成30年度は木造建築科、建築塗装科の2科で普通課程の授業を行う予定であります。
Ｈ30年申込者数（3/5現在）

※在校中の資格取得について

◎ 木造建築科は道具の管理を徹底する。
道具の管理を徹底するにあたり、B教室に棚を作る。
今現在存在する道具の把握、今から必要は道具の確認を行う。
事務局の方で、道具の借用書を作成する。

◎ 建築塗装科は昨年同様の授業を行う。
◎ 木造建築科、建築塗装科ともに技能検定合格を目指す。

事務局は技能検定の時期が来たら、修了生に通知をする。

全員一致で了解する

（４）短期課程について 以下、事務局より説明

・予定した短期課程は必ず開講させること。休止を減らす。定員割れをなくす。

→申請した補助金の減額につながることは避ける。

【短期課程において】

・ 短期課程の受講生の条件として、業種は異なっても構わないが雇用保険、

一人親方加入でないと補助対象にならない。緩和策として下記条件の

どれかが当てはまれば、補助対象になる。
〇 新規学校卒業後、未就職の方で就職準備のため　　
〇 ４５歳以上の方で、再就職準備のため
〇 出産・育児を終了された方で、元の職場等に復帰準備のため
〇 定年退職の方で、再就職の準備のため

※ただし、4/17の補助金説明会で変更の可能性もあります。次回理事会にて報告。

【技能検定事前講習会】
●建築大工　検定科 ・・・２年連続開講実績があり、当校にて検定の申込者には

訓練科名 在席数 申込予定者 紹介者

木造建築科 3　名 3　名
2名…(有)井上工務店

1名…宮下塗装所

建築塗装科 3　名 3　名
2名…(株)井上塗装
1名…宮下塗装所
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講座の案内を送付している。

≪担当講師≫ 開講　予定 開講日数・時間
外川　幸一郎 定員数　５名 H２９： ３日 × ８時間 ＝ ２４時間
(渡辺　豪) ↓

H３０： ４日 × ８時間 ＝ ３２時間

●建築塗装　検定科 ・・・開講実績が継続している、当校にて検定の申込者には
講座の案内を送付している。

≪担当講師≫ 開講　予定 開講日数・時間(Ｈ２９同様)
宮下　博邦 定員数　５名 ２日 × ８時間 ＝ １６時間
(鈴木　文和)

【建築施工管理　受検準備講座】
●１級建築施工管理 ・・・開講実績が継続している、応募人数が予測できない
　（学科） 予定定員３名　実際申込者３名

≪担当講師≫ 開講　予定
三浦　勝 定員数　３名

●１級建築施工管理 ・・・開講実績が継続している、応募人数が予測できない
　（実地） 学科合格者がそのまま受講する流れになる

≪担当講師≫ 開講　予定
三浦　勝 定員数　３名

●２級建築施工管理 ・・・講師不在のため、中止
　（学科・実地）

【２級建築士　受検準備講座】 ・・・講師不在のため、中止

【園芸教室】 ≪担当講師≫ 奥脇　康雄
●ガーデニング科 開講　予定

「花壇と寄せ植え作り」 定員数　５名
煉瓦・ストーン・枕木を使った
ガーデン作り　第一弾（基礎編）

●春科 開講　予定
「テラス・アプローチ作り 定員数　５名

～芝のはり方と管理～」
煉瓦・ストーン・枕木を使った
ガーデン作り　第二弾（基礎編）

●秋科 開講　予定
「竹垣づくり教室」 定員数　５名

●冬科 開講　予定
「ミニ門松作り」 定員数　５名

※告知方法の検討
H２９年度において、受講生募集の告知方法として
・広報掲載
・吉田広告社折り込み広告掲載
・ホームページ
・フェイスブック
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を行いましたが、なかなか集客にはいたりませんでした。
受講生の集客を増やすために、現在の集客方法以外で他に案はありませんか。

※講座の開講実績を作る為、役員・事務員総出で声掛け・受講をし、定員数を満たす。

【ものづくり体験教室】
●営繕塗装「塗装教室」 開講　予定
≪担当講師≫ 定員数　５名

宮下　尊之
(鈴木　文和)

●営繕左官「左官・タイル教室」 ・・・Ｈ２９年度、同様の授業内容で変更なし？
≪担当講師≫ 開講　予定

大森　好正 定員数　５名

●営繕大工「大工教室」 開講　予定
≪担当講師≫ 定員数　５名

◎ 営繕大工の担当講師は井上貴文先生が担当予定。
講座内容は井上貴文先生、三浦勝先生からアイディアを
いくつか出してもらい、講座内容を決定する。
講座内容等の詳細は、今後打ち合わせを行う予定。

【短期課程】

名 件

◎ 1級建築施工管理講座の日程については
先生の都合上、三浦勝先生から再スケジュールを提出してもらう。
それに伴い、受講料の変更、使用テキストの決定等を
三浦先生に遅くとも12日の週までに回答を提出してもらう。

全員一致で了解する

（５）その他 以下、事務局より説明

① 平成30年度 国家試験 前期技能検定の受検申請（塗装・左官・板金等）の
受付について

受付期間 4月4日（水）から17日（火）まで

受付時間 　   午前9時から午正まで

   　　 　　　　　 午後1時から午後3時まで（平日）

受検手数料   実技試験　１７，９００円

　      　　　　　 （3級受検者で学校等の在学生は１１，９００円）

　    　　　　　　 学科試験　　３，１００円

試 験 日　      学科・実技試験日は検定職種によって異なります。

② 2/13（火）に行われた、木造建築科訓練会議の報告について

H30年2級建築施工管理技術検定試験
（学科）受験準備講座

講師の都合により、中止となりました

講　　　　　習 日程 締切日 定　員 申込

H30年1級建築施工管理技術検定試験
（学科）受験準備講座

4/9(月)～21日間 4/2(月) 10 3
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・議事録…別紙①を参照
・H30年度 木造建築科年間授業計画…別紙②を参照

③ 富士吉田職業訓練協会、女子トイレの工事について

④ 西裏アーケードの塗装について

◎ 業者と訓練生、修了生で作業を行う予定。
商工振興課と打合せを行い、実現させたい。

◎ 今回の西裏アーケードの塗装だけでなく、
市内の電灯ポールの塗装、公共施設内の棚づくりなど、
本校の訓練生だからこそできる作業を
授業の一環として通年行うことができれば
市内の活性化にもつながり、
そして訓練校の宣伝・集客にもつながると思う。

⑤ 次回の理事会の日程について

・4月の理事会はいつにしますか。（カレンダー参照）

4月　4日（水）午後　6時　00分から　正・副会長会議

　　　　　　　　午後　6時　30分から　理　事　会

全員一致で了解する

６， 閉会の言葉 （　　　　　　 副会長）堀内　正三
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