
    

富士教育訓練センターの概要・歴史 

資料４ 



○経緯 
 

・建設省建設研修所中央訓練所（産業開発青年隊の教育訓練施設）として昭 

 和38年に現在の静岡県富士宮市に設置され、その後、平成7年度まで建設 

 大学校静岡朝霧校として使用されていた。 

 

・建設業振興基金(以下「振興基金」)は、平成8年10月1日に国からの要請に 

 より建設大学校静岡朝霧校跡地に存する施設を教育訓練施設に充てるた 

 め土地、建物の払い下げをうけた。 

 

・本施設を活用した技術者及び技能者のための教育訓練事業は、建設専門 

    工事業団体が中心となって設立した職業訓練法人全国建設産業教育訓練 

    協会が施設を無償で振興基金から借り上げて行うこととした。 

 

・平成9年3月28日「富士教育訓練センター」開校、平成9年4月1日教育訓練 

 開始 

 

・平成25年度で17年目を迎える(施設は中央訓練所以来のもの）。 
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１．富士教育訓練センターの概要 

（１）経 緯 

年月日 建設産業共同教育訓練協議会 全国建設産業教育訓練協会 (一財)建設業振興基金

H 6.  末

H 7. 7.27

設立
　拠点的教育訓練施設を  設置するた
め建設専門工事業及び建設関連業の
全国団体１４団体で設立

H 7.11. 1
静岡県知事より人材育成プロジェクト団
体の指定を受ける

H 8. 3.31

H 8.10. 1
東海財務局より建設大学校静岡朝霧
校跡地払下げになる

H 8.10. 2

設立
　職業訓練法人の認可を受けるため建
設産業共同教育訓練協議会(２２団体)
が母体となり設立

H 8.11.11
静岡県知事より職業能力開発促進法に
基づく職業訓練法人の認可を受ける
施設名：富士教育訓練センター

H 9. 3.28 開校式

H 9. 3.31
静岡労働基準局長より労働安全衛生
法に基づく技能講習の教習機関の指定
を受ける

施設名：富士教育校

H 9.12. 1

H10. 3.31

H12. 3.28

H12. 3.31

H13. 4. 5

H16. 3.31

H17. 3.31

H18.3.31

H20.3.31

H 9. 4. 1

平成１１年度 教育訓練人日２５，０００人日を越える

教育訓練修了者数１０，０００人を達成

平成１５年度 教育訓練人日３０，０００人日を越える

鉄骨躯体教材及び人工地盤が完成

平成１７年度 教育訓練人日３５，０００人日を越える

平成１９年度 教育訓練人日３９，０００人日を越える

建設産業構造は施工分野において、総合建設業と専門工事業に明確に分けられ、その中で、専門工事業の強化が重用
視されてきた。それに対応するため、専門工事業及び設備・建設関連業の全国団体の中から、企業体質を強化し、安全
性と生産性を向上し、評価される責任施工を果たす基盤整備として、優秀な技術者・技能者の育成を自らの手で実施しよ
うとの声が高くなってきた。

基幹技能者・多能工等育成基金を創設

初年度(平成９年度)教育訓練人日、目標２０，０００人日を超える

建設大学校静岡朝霧校跡地開発計画のうち、道の駅朝霧高原、土木研究所、朝霧環境材料試験場オープン

建設大学校静岡朝霧校閉校

教育訓練開始
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（２）性 格

① 国土交通省、厚生労働省連携の教育訓練施設

国土交通省 業種横断的な拠点的教育訓練施設

厚生労働省 広域的な職業訓練校

② 建設産業全体の協力、支援

③ 建設産業全般の教育訓練の実施

④ 全国規模

（３）仕 組

静岡県庁

(沼津技術専門校)

国土交通省 厚生労働省

○(一財)建設業振興基金 静岡労働局

○(一社)日本建設機械施工協会 全国建設産業

●(一社)日本建設業連合会 教育訓練協会

●(一社)全国建設業協会

●(一社)日本建設業経営協会

富士教育訓練●(一社)全国中小建設業協会

センター

○北海道建設業信用保証㈱

○東日本建設業保証㈱

○西日本建設業保証㈱

○出捐者 ●賛助会員

団体会員（３３団体）

日 本 躯 体 日 機 協 全 鉄 筋 全 圧 連(圧接)

日 左 連 Ｎ Ｇ Ｓ 日 板 協 日 塗 装

ジ ェ イ シ フ 全 室 協 全 管 連 全 地 連

全 国 建 産 連 全 防 協 マ ス チ ッ ク 協 連 日 タ 煉

全 標 協 全 タ 協 Ｐ Ｃ 工事業協会 日 鳶 連

日 造 協 橋 建 協 鹿 島 協 連 橋 塗 協

日 装 連 日 空 衛 全 圧 連 ( 圧 送 )建造物剥離工事業協同組合

全 国 太 陽 光 発 電 推 進 協 議 会Ｊ Ａ Ｂ Ｅ Ｃ 日 運 協 日 設 連

ト ン ネル専門協



施 設 の 概 要 

・位 置   静岡県富士宮市根原492-8 
            （富士山の西麓。標高９００ｍ。）   
･面 積    敷 地 ： 約 ５１０００㎡、建 物 ： 約 １００００㎡ 
          実習施設 ： 屋内 約 １５００㎡、屋外 約 ２５０００㎡  
・施設保有者 （一財）建設業振興基金 
・運営主体 職業訓練法人 全国建設産業教育訓練協会  
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施設の老朽化の状況 

本館 
昭和38年築 

50年経過 

浴室・物品庫 
昭和38年築 

50年経過 

食堂・１号寮 
昭和40年築 

48年経過 

機械実習場 
昭和39年築 

49年経過 

技能実習場 
昭和41年築 

47年経過 

2,3号寮 
昭和41年築 

47年経過 

4,5号寮 
昭和45年築 

43年経過 

6号寮 
昭和44年築 

44年経過 

屋内実習場 
昭和46年築 

42年経過 

土木実験室 
昭和42年築 

46年経過 

教室棟 
昭和48年築 

40年経過 

イベント館 
昭和50年築 

38年経過 

10号教室 
昭和53年築 

35年経過 
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施設名 建築年 経過年 構造 面積 備考

1 本館               昭和３８，３９年建築 築５０年 ＳＲＣ造 ２階建    １，７８０㎡ 事務所、教官室

2 浴室 昭和３８，４１年建築 築５０年 ﾌﾞﾛｯｸ造 平屋建 １８１㎡ 大浴室、中浴室、小浴室、女子浴室

3 機械実習場         昭和３９，４０年建築 築４９年 鉄骨造 平屋建       ７６６㎡ 天井クレーン含　技能講習実習

4 食堂・１号寮       昭和４０，４１年建築 築４８年 ＲＣ造 平屋建    １，０１６㎡ ４１名宿泊可能

5 ２・３号寮         昭和４１年建築      築４７年 ＲＣ造 平屋建       ７１２㎡ ６９名宿泊可能

6 技能実習場         昭和４１，４４年建築 築４７年 鉄骨造 平屋建       ６３２㎡ 鉄筋、型枠実習

7 土木実験室         昭和４２，５１年建築 築４６年 ＲＣ造 平屋建       ４３７㎡ 材料試験

8 ６号寮             昭和４４，４５年建築 築４４年 ＳＲＣ造 平屋建       ４１０㎡ ５６名宿泊可能

9 ４・５号寮         昭和４５年建築      築４３年 ＲＣ造 平屋建       ５７３㎡ ６６名宿泊可能

10 屋内実習場(体育館) 昭和４６，４７年建築 築４２年 鉄骨造 平屋建       ９５６㎡ 墨だし、測量実習

11 教室棟             昭和４８，５０年建築 築４０年 ＲＣ造 平屋建    １，１２５㎡ １０教室

12 講師寮             昭和４８年建築      築４０年 ＲＣ造 平屋建         ９６㎡ １５部屋

13 内装実習場(ｲﾍﾞﾝﾄ館) 昭和５０年建築      築３８年 ＳＲＣ造 平屋建       ９６７㎡ 左官、タイル、内装技能実習

14 １０号教室         昭和５３年建築      築３５年 ＲＣ造 平屋建       ２４６㎡

富士教育訓練センター施設一覧



    

514,867人日 
平成２４年度までの実績 

教育訓練人日数の推移 
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平成２４年度までの実績  

122,127人 
参加企業のべ：44,047社 

受講者数の推移 
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背景青の都県は、各建設業協会との共催事業を実施 
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富士教育訓練センターの 

教育訓練内容 
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富士教育訓練センターの訓練体系 

共同教育訓練(一般募集型研修） 

独自教育訓練（オーダーメード型研修） 

技術習得コース 

新入職コース 

多能工コース 

その他 

総合建設業 

専門工事業 

学校 

企業単独訓練 

各県建設業協会による新入社員
向け訓練 

各県建設業協会による高校生向
け訓練 

専門工事業団体毎の研修 

企業単独訓練 

大学生向け実習 

専門学校生向け実習 
その他 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<24年度実績> 

技術修得コース 

土木施工管理基礎(２ヶ月) 

建築施工管理基礎(２ヶ月) 

土木施工科(1)(１ヶ月) 

多能工コース 

土木基礎多能工(４ヶ月) 

技能修得コース 

建設機械運転基礎(１ヶ月) 

躯体基礎(２ヶ月) 

型枠基礎(１ヶ月) 

左官基礎(２ヶ月) 

型枠基礎(2)(２ヶ月) 

新入職コース 

土木入職時導入教育(２週) 

建築入職時導入教育(２週) 
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測量コース 

測量(１)(６日) 

測量(２)(６日) 

特別コース 

職長のためのリスク 

アセスメント研修(１日) 

職長・安全衛生 

責任者教育(２日) 

資格検定対策コース 

１級土木施工管理技士 

試験準備講習(７日) 

２級建築施工管理技士 

試験準備講習(７日) 

電気工事士 

試験対策コース 

第二種電気 

工事士コース(１ヶ月) 

共同教育訓練(一般募集型研修)<24年度実績> 
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独自教育訓練(オーダーメード型研修)<24年度実績> 
企業単独(総合建設業)・建設業協会(新入社員向け) 

 Ｋ社 建築技術実践研修(５日) 

 埼玉・長野・沖縄建設業協会 新入社員研修(３日) 

栃木建設業協会 新入社員研修(２日) 

静岡・山梨建設業協会 新入社員研修(３日) 静岡・山梨建設業協会 新入社員フォローアップ研修(３日) 

 Ⅰ社 建築施工科(２週)  Ｐ社 測量技術研修(３週) 

 Ｐ社 職長能力向上研修(２日)   Ｆ社 建築設備実践研修(２週) 

 Ｆ社 土木実践研修(２週)  Ｆ社 建築実践研修(１ヶ月) 

 Ｓ社 土木測量研修(３日) 

 Ｍ社 建築実務担当者研修(４日)  Ｍ社 土木測量実践研修(３日) 

 Ｋ社 土木技術実践研修(９日) 

  Ｍ社 建築施工技術研修(４日) 

新潟県建設業協会 土木施工科(1)(１ヶ月) 

                                新入社員研修(２日) 
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各都県建設業協会(高校生) 

 静岡県 高校生建築基礎技術コース(４日) 

       実業高校安全衛生教育(５日) 

 愛知県  実業高校安全衛生教育(５日)    群馬県 実業高校安全衛生教育(５日) 

 神奈川県 実業高校安全衛生教育(５日) 

                      高校生建築基礎技術コース(４日) 

 千葉県 実業高校安全衛生教育(５日) 

            建築基礎体験コース(４日) 

               高校生建築基礎技術コース(４日) 

               現場実務施工体験<型枠>(１日) 

 山梨県 実業高校安全衛生教育(５日) 

                高校生建築基礎技術コース(４日) 

                    現場実務施工体験<型枠>(１日） 

東京都 高校生建築基礎技術コース(4日) 

 栃木県 現場実務施工体験<鉄筋>(１日) 

独自教育訓練(オーダーメード型研修)<24年度実績> 
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団 体(全国組織の２４の専門工事業) 

日本躯体(日本建設躯体工事業団体連合会) 

日設連(日本冷凍空調設備工業連合会) 

日運協(日本運動施設建設業協会) 日空衛(日本空調衛生工事業協会) 

日装連(日本室内装飾事業協同組合連合会) 鹿島協連(鹿島事業協同組合連合会) 

橋建協(日本橋梁建設協会) 日造協(日本造園建設業協会) 

日鳶連(日本鳶工業連合会) PC工事業協会(プレストレスト・コンクリート工事業協会 

全標協(全国道路標識・標示業協会) 日タ連(日本タイル煉瓦工事工業会) 

全防協(全国防水工事業協会) 全地連(全国地質調査業協会連合会) 

全管連(全国管工事協同組合連合会) 全室協(全国建設室内工事業協会) 

ジェイシフ(日本建設インテリア事業協同組合連合会) 日塗装(日本塗装工業会) 

日板協(日本建築板金協会) NGS(日本外壁仕上業協同組合連合会) 

全圧連(全国圧接業協同組合連合会) 全鉄筋(全国鉄筋工事業協会) 

日機協(日本機械土工協会) 

全圧連「圧送」(全国コンクリート圧送事業団体連合会) 

独自教育訓練(オーダーメード型研修)<24年度実績> 
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専門工事業団体毎の研修 

日本躯体 仮設施工(３週) 

日運協 登録運動施設基幹技能者講習(３日) 

鹿島協連 土木施工管理基礎(２ヶ月) 

                 躯体基礎(２ヶ月) 

PC工事業協会 登録PC基幹技能者講習(５日) 

                          PC工事技能実習(４日)  

全標協 登録標識路面標示基幹技能者路面講習(３日) 

             登録標識路面標示基幹技能者標識講習(３日) 

             道路標識設置管理士(６日) 

      一級土木施工管理技士試験準備講習(７ 日) 

全地連 地質調査技術者の入職時教育(５日) 全室協 内装施工管理初級(１週) 

             内装施工管理中級(１１日) 

      内装施工管理上級(６日) 

ジェイシフ ２級建築施工管理技士試験準備講習(１週) 日板協 第二種電気工事士講習(１週) 

             建築板金実技実習(２日) 

全圧連   圧接基礎(２週)  

               圧接中級(４ 日) 

               登録基幹技能者(３日) 

               リフレッシュ講習(２日) 

全鉄筋 鉄筋基礎(３週)  

             実践型鉄筋施工(３週) 

             基幹技能者講師育成研修(３日) 

             登録鉄筋基幹技能者講習(３日) 

日機協 土木関連実践型施工(２ヶ月)   

              建設機械施工技術検定受験準備講習(２日) 

全防協 登録防水基幹技能者講習(２日) 

日設連 登録冷凍空調基幹技能者講習(２日) 

橋建協 登録橋梁基幹技能者講習(３日) 

日塗装 登録建設塗装基幹技能者講習(２日) 

日造協 登録造園基幹技能者講習(２日) 日空衛・全管連 登録配管基幹技能者講習(３日) 

日装連・ジェイシフ・全室協 登録内装仕上工事基幹技能者講習(３日) 

全圧連「圧送」 登録コンクリート圧送基幹技能者講習(４日) ＮＧＳ  外壁仕上一級技能者検定講習会(１日) 

日タ連 職長・安全衛生責任者教育(２日) 

日鳶連・日本躯体 登録鳶土工基幹技能者講習(２日) 

独自教育訓練(オーダーメード型研修)<24年度実績> 
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企業単独(専門工事業) 

 A社 型枠科(２ヶ月) 

 R社 機械施工基礎(１ヶ月)  Q社 内装施工(４日) 

 P社 鉄筋施工管理初級(５日)  Ｏ社 建築系技術研修(８日) 

 N社 木造建築物組立中級(２日)  M社 型枠施工中級(１週) 

 Ｌ社 鉄筋工事技術研修(１０日)  Ｋ社 土木施工管理基礎(１ヶ月) 

 Ｊ社 測量研修(１日)    Ⅰ社 土木建築入職時導入教育(３週) 

 E社 トンネル施工測量(１ヶ月)  Ｈ社 内装施工多能工(２ヶ月+１週) 

 G社 建築基礎(１週)  E,F社 トンネル施工管理基礎(２ヶ月) 

 D社 実践型土木工事基礎(２ヶ月)  C社 躯体技術者CAD講習(３日) 

 C社 中堅者研修(１日)  C社 躯体基礎(２ヶ月) 

 B社 建設機械運転基礎(２ヶ月)  A社 とび基礎科(２ヶ月) 

 A社 土木科(２ヶ月)  A社 建設科(１週) 

 A社 建築関連実践型施工(２ヶ月) 

独自教育訓練(オーダーメード型研修)<24年度実績> 
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学校(専門学校・大学) 

千葉県A専門学校 建設実習(４日) 

京都府Ｊ大学 建築施工管理実習(５日) 愛知県Ⅰ大学 建築施工管理実習(５日)  

埼玉県H大学 建築施工管理実習(5日) 埼玉県G大学 建築施工管理実習(５日) 

東京都C専門学校 総合建設実習「木造」(５日) 大阪府F専門学校 建設実習(５日) 

神奈川県E専門学校 技能実習(１週) 大阪府D専門学校 総合建設実習(５日) 

東京都C専門学校 技能実習「車両系」(５日) 東京都C専門学校 施工管理実習「設備」(４日) 

東京都Ｃ専門学校 施工管理実習「基礎躯体」(４日) 東京都Ｃ専門学校 施工管理実習「地質内装」(４日) 

東京都Ｃ専門学校 建築設備工事技術研修(２週) 東京都Ｃ専門学校 総合建設実習(５日) 

千葉県B大学 測量実習(４日) 

独自教育訓練(オーダーメード型研修)<24年度実績> 
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富士教育訓練センターの 

教育訓練内容 

    

平成25年度 
訓練生募集案内 
をご覧ください 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

技術修得コース 

土木施工管理基礎(２ヶ月) 

管工事施工管理基礎(２ヶ月) 建築施工管理基礎(２ヶ月) 

土木施工科(１ヶ月) 

土木施工管理中級(３週) 

地盤環境調査基本研修(５日) 土木施工管理上級(１７日) 

管工事施工管理中級(２１日) 

(給排水・衛生設備) 

建築施工管理中級(１ヶ月) 

管工事施工管理中級(２１日) 

(空調設備) 

管工事施工管理中級(３０日) 

(給排水・衛生・空調設備) 
トンネル施工管理中級(１ヶ月) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

多能工コース 

土木基礎多能工(４ヶ月) 

躯体多能工(鉄筋施工) 

(１２日) 
建築基礎多能工(４ヶ月) 

土木基礎多能工(2)(６４日) 

躯体多能工(型枠施工) 

(１２日) 

躯体多能工(仮設施工) 

(１２日) 

左官施工管理中級(１８日) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

技能習得コース 

建設機械運転基礎(１ヶ月) 

左官基礎(２ヶ月) 型枠基礎(１ヶ月) 

躯体基礎(２ヶ月) 

タイル施工基礎(１８日) 
塗布式仕上断熱材施工 

(３日) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

新入職コース 

土木入職時導入教育 

(１２日) 

地質調査技術者の 

入職時教育(５日) 

建築入職時導入教育 

(１２日) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

測量コース 

測量(１) 

(６日) 

施工測量(２６日) 

測量(２) 

(６日) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

リフォームコース 

リフォーム内装施工(１８日) 

(鋼製下地・ボード) 

リフォーム内装施工(１８日) 

(給排水・衛生) 

リフォーム内装施工(１８日) 

(クロス・長尺シート) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

女性対象コース 

リフォーム施工(１８日) 

(タイル工法) 

建設機械運転基礎 

(１ヶ月) 

リフォーム施工(１８日) 

(左官工法) 

リフォーム施工(１８日) 

(内装仕上) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

一級技能士コース 

左官科(１４日) 

(左官作業一級技能士コース) 

建築板金科(１７日) 

(建築板金作業一級技能士コース) 

とび科(１４日) 

(とび作業一級技能士コース) 

タイル張り科(１４日) 

(タイル張り作業一級技能士コース) 

型枠施工科(１４日) 

(型枠工事作業一級技能士コース) 

造園科(１４日) 

(造園作業一級技能士コース) 

鉄筋施工科(１４日) 

(鉄筋組立作業一級技能士コース) 

れんが積み科(２１日) 

(れんが積み作業単一等級技能士) 

塗装科(１４日) 

(鋼橋塗装作業一級技能士コース) 

配管科(１７日) 

(建築配管作業一級技能士コース) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

二級技能士コース 

左官科(１４日) 

(左官作業二級技能士コース) 

建築板金科(１７日) 

(建築板金作業二級技能士コース) 

とび科(１４日) 

(とび作業二級技能士コース) 

タイル張り科(１４日) 

(タイル張り作業二級技能士コース) 

型枠施工科(１４日) 

(型枠工事作業二級技能士コース) 

造園科(１４日) 

(造園作業二級技能士コース) 

鉄筋施工科(１４日) 

(鉄筋組立作業二級技能士コース) 

塗装科(１４日) 

(鋼橋塗装作業二級技能士コース) 

配管科(１７日) 

(建築配管作業二級技能士コース) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

電気工事士試験 

対策コース 

第二種電気工事士コース 

(１８日) 

第一種電気工事士コース２ 

(実技)(６日) 

第一種電気工事士コース１ 

(学科)(１０日) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

資格検定対策コース 

１級土木施工管理技士 

試験準備講習(７日) 

１級管工事施工管理技士 

試験準備講習(７日) 

１級建築施工管理技士 

試験準備講習(７日) 

１級土木施工管理技術検定 

実地試験準備講習(７日) 

１級建設機械施工管理技士 

試験準備講習(７日) 

２級土木施工管理技士 

試験準備講習(７日) 

２級建築施工管理技士 

試験準備講習(７日) 

２級管工事施工管理技士 

試験準備講習(７日) 
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共同教育訓練(一般募集型研修)<25年度> 

特別コース 

職長能力向上研修➀ 

～セールストークができる技能者 

を目指して～(３日) 

安全管理者選任時研修(２日) 施工管理責任者研修(３日) 

職長能力向上研修② 

～これからの実務担当者 

を目指して～(３日) 

職長のためのリスク 

アセスメント研修(１日) 

職長・安全衛生責任者教育 

(２日) 
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