
 

 

平成 29年度 

可搬形発電機整備技術者  

資格更新案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 



可搬形発電機整備技術者のみなさまへ 

 

可搬形発電機整備技術者資格証の有効期間は、資格証交付の日から 5 年間となってお

り、資格証の更新を受けようとする者は、その有効期限内に「更新講習」を受けなけれ

ばならないとされ、また、そのための更新申請手続きが必要となります。 

今回、更新通知が届いた方は、平成 29 年度が更新時期となりますので、下記要領に

より申請期間内に手続きをされるようお願いいたします。 

なお、更新講習は、可搬形発電機整備技術者が、その質を維持することを目的に、5

年ごとに移動用発電設備に関する最新の技術・技能・知識の獲得や、既習得の技術・知

識の再確認をしていただく機会として、この資格制度に位置づけられているものです。 

 

 

１.更新申請手続きに必要な書類等 

(1) 可搬形発電機整備技術者資格更新申請書 

・別添更新申請書には、協会の「資格登録名簿」に登録されている情報等に基づき、 

予め必要事項を記載してありますので、その記載内容を確認し、修正等がある場

合には横棒線で消して、余白に改めて記入してください。 

・指定された受講日ではどうしても都合がつかない場合は、受講日及び会場を横棒         

   線で消し、希望する受講日及び希望会場を記入してください。但し、受講日及び

会場の変更は、5 月 31 日（水）までに申し出た場合のみ認めることとします。 

また、受講当日の変更等は、認められません。 

・受講票の氏名、受講日、会場等を確認してください。 

・受講票は「郵便はがき」となっており、受付処理後申請者宛に郵送しますので、「は 

がき」表面に勤務先住所、勤務先名及び氏名を記入し、52 円切手を貼付してくだ 

さい。 

・書類審査の過程で記入漏れがある場合には、申請者に差し戻しの上、再提出をお 

願いすることがあります。 

 

(2) 写真 縦 3cm×2.5cm 1 枚 

・更新申請書写真欄に貼付して下さい。（裏面に氏名を記入のこと。） 

 

(3) 更新申請手数料 

・更新手数料  正会員及び賛助会員        7,344 円（消費税込） 

        非会員            8,640 円（消費税込） 

・更新申請手数料を下記口座に期間内に納付し、可搬形発電機整備技術者資格更新  

申請書の裏面に、銀行振込受取書（写）を貼付して下さい。 

・更新申請期間終了後の申請取り消しについては、天災などの不可抗力等の正当な

理由がある場合を除き、すでに更新事務処理手続きを開始していますので、本手



数料の返還はできません。したがって、同申請書受理後に、申請者の都合により

講習を欠席した場合等における本手数料返還には応じられません。 

・振込手数料は、申請者負担です。 

 

 

＜更新申請手数料振込口座・全国共通＞ 

 

 

 

 

 

 

２.更新申請期間  

 

 

 

 

 

 

 

 

「１．更新申請手続きに必要な書類等」(1)～(3)の記載内容を確認し、記入・修正等を 

行った上で当該支部事務局に送付して下さい。 

 

※資格更新申請に関する提出書類について 

  提出書類は、「個人情報保護法に関する法律」に基づき、可搬形発電機整備 

技術者資格更新手続きにのみ使用し、他の目的に使用することはありません。 

 

３.注意事項 

(1)更新講習当日に持参するもの 

・受講票 

・印鑑（スタンプタイプの簡易印鑑でも可） 

・旧資格証（ケースごと回収します。） 

・筆記用具 

※更新講習テキストは、当日配布します。 

 

 

 

(一社)日本建設機械レンタル協会 

みずほ銀行 神田駅前支店 

普通 2362353 
 

2017（平成 29）年 4 月 1 日[土]～4 月 30 日[日]（消印有効・厳守） 

（締切を過ぎての申請、講習当日直接会場へ出向いての持込申請は、 

一切受理できませんので、ご注意ください。） 

 



(2)更新講習当日のご案内 

・受講票、印鑑、旧資格証を用意し受付を済ませ、13：00 までに着席して下さい。 

なお、新しい資格証は、更新講習終了後に交付します。 

 

(3)更新講習を病気・海外出張等の不可抗力的事由により受講できない場合 

・更新講習を病気・海外出張等の不可抗力的な理由により受講できない場合は、 

その旨を該当支部または協会本部へ連絡し、「可搬形発電機整備技術者資格更新 

講習受講の延期願」（様式 6）を提出して下さい。 

  ・本延期願の提出により、資格証の有効期限が１年間延長され、次年度の更新講習 

を受講することにより本資格を継続することができますが、本措置は、１回限り 

となります。また、本延期届提出後における次の更新については、有効期限が 

4 年間となりますのでご注意ください。 

・本延期願の様式は、当協会ホームページ（ http://www.j-cra.org ）の「試験講 

  習情報」からもダウンロードできます。 

 

※更新年の 9 月 30 日までに延期願の提出がない場合は、有効期限満了後に本資格が 

失効しますので、ご注意ください。 

 

(4)中国地区で更新講習を受講する方々について 

・中国地区の講習地は、平成 21 年度から広島会場、岡山会場の交互開催となって

おり、平成 29 年度の講習地は、岡山会場です。 

 

４.その他 

 ○ 可搬形発電機整備技術者は、資格証の記載事項（氏名、現住所、勤務先、勤務先

所在地等）に変更が生じた場合には、「資格証記載事項変更届」［様式３］を当協

会会長に届け出なければならないこととされています。 

 ○“可搬形発電機整備技術者資格登録名簿”は、各可発整備技術者の登録事項が最 

新のものとなるよう管理しており、この情報を基に次期更新時の案内等の事務を 

行っているところですが、資格証の記載事項も登録事項になっています。 

○ このため、勤務先や住所等が変更となった場合で、「資格証記載事項変更届」の提

出がないときは、該当する資格者に対し、当初登録の名簿の内容（旧の情報）で、

更新案内等の事務処理がなされることとなりますので、十分ご注意願います。 

  ○ 本記載事項変更届の様式は、当協会ホームページ（http://www.j-cra.org）の 

「試験・講習情報」からダウンロードできます。 

 

 



５.更新講習会日程一覧 

講習地 実 施 日 会  場   

沖  縄 6 月 9 日(金) 
沖縄建設労働者研修福祉センター    

（沖縄県浦添市牧港 5-6-7） 

岡   山 6 月 12 日(月) 
国民宿舎サンロード吉備路 

（岡山県総社市三須 825-1） 

福  岡 6 月 16 日(金) 
福岡ガーデンパレス                

（福岡市中央区天神 4-8-15） 

東    京 6 月 19 日(月)、23 日(金) 
TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 

（新宿区市谷八幡町 8 TKP 市ヶ谷ビル） 

大    阪 6 月 28 日(水) 

TKP ガーデンシティ大阪梅田      

（大阪市福島区福島 5-4-21  

TKP ゲートタワービル） 

名 古 屋 6 月 28 日(水) 
名古屋国際会議場                

（名古屋市熱田区熱田西町 1-1） 

仙    台 7 月 5 日(水) 
TKP ガーデンシティ仙台      

（仙台市青葉区中央 1-3-1 AER 内） 

金     沢 7 月 12 日(水) 
金沢勤労者プラザ 

（金沢市北安江 3-2-20） 

札  幌 7 月 21 日(金) 
センチュリーロイヤルホテル                   

（札幌市中央区北 5 条西 5 丁目） 

高   松 7 月 21 日(金) 
サン・イレブン高松 

（高松市松福町 2-15-24） 

 

※中国地区の講習地は、平成 21 年度から広島会場、岡山会場の交互開催となっており、 

平成 29 年度は、岡山会場です。 

 

 

 

更新講習会時間割 

  13：00            16：00 

受付 移動用発電機について 更新資格証交付 



６.資格更新申請書類 送付先（協会各支部） 

都道府県 講習会場 申請窓口（資格更新申請書類送付先） 

北海道 札幌会場 

〒060-0034                                        

北海道札幌市中央区北四条東 2-8-3 第 2 まるよビル 4F              

(一社)日本建設機械レンタル協会 北海道支部 可発更新申請 係 

       TEL. 011-221-1485  FAX. 011-222-5612 

青森県 

仙台会場 

〒034-0051 

青森県十和田市伝法寺字大窪 62-1 青森リース(株)内 

(一社)日本建設機械レンタル協会 青森支部 可発更新申請 係 

TEL. 0176-28-3111  FAX. 0176-28-2837 

秋田県 

〒010-1103 

秋田県秋田市太平中関字平形 111 

(一社)日本建設機械レンタル協会 秋田支部 可発更新申請 係  

TEL.018-853-1401 FAX.018-853-1402 

岩手県 

〒023-0401 

岩手県奥洲市胆沢区南都田字化粧坂 179 (株)セントラル内 

(一社)日本建設機械レンタル協会 岩手支部 可発更新申請 係 

TEL. 0197-46-5977 FAX. 0197-46-5977 

宮城県 

〒984-0015 

宮城県仙台市若林区卸町 5-5-1 仙台団地倉庫協同組合会館 2F 

(一社)日本建設機械レンタル協会 宮城支部 可発更新申請 係 

TEL.022-238-1751 FAX.022-238-1752 

山形県 

〒990-0864 

山形県山形市陣場 1-9-15 

(一社)日本建設機械レンタル協会 山形支部 可発更新申請 係 

TEL.023-684-9455 FAX.023-684-2449 

福島県 

〒963-0111 

福島県郡山市安積町荒井字梅田前 35-1 北辰通商(株)内 

(一社)日本建設機械レンタル協会 福島支部 可発更新申請 係 

TEL.024-954-6531 FAX.024-954-6532 

 

 

 

 

 



該当地区 講習会場 申請窓口（受験申請書類送付先） 

新潟県 

東京会場 

〒950-0972 

新潟県新潟市中央区新和 1-4-8  チャンバーＫⅡ 203 号 

(一社)日本建設機械レンタル協会 新潟支部 可発受験申請 係 

TEL. 025-378-0671 FAX. 025-378-0672 

群馬県 

〒379-2145 

群馬県前橋市横手町 38-1 レントリー新潟(株) 高崎営業所内 

(一社)日本建設機械レンタル協会 群馬支部 可発受験申請 係 

TEL.027-212-8733 FAX.027-212-8774 

栃木県 

〒320-0041 

栃木県宇都宮市松原 3-6-27 コーポ松原 102 

(一社)日本建設機械レンタル協会 栃木支部 可発更新申請 係 

TEL.028-612-8039 FAX.028-612-8037 

東京都 

千葉県 

埼玉県 

茨城県 

山梨県 

〒101-0038 

東京都千代田区神田美倉町 12-1 キヤビル 5F 

(一社)日本建設機械レンタル協会 東京支部 可発更新申請 係 

TEL.03-3255-0515 FAX.03-3255-0516 

神奈川県 

〒221-0052 

神奈川県横浜市神奈川区栄町 2-10  

アール・ケープラザ横浜Ⅲ1103 

(一社)日本建設機械レンタル協会 神奈川支部 可発更新申請 係 

TEL.045-440-1116 FAX.045-440-1117 

 

長野県 

〒399-3301 

長野県下伊那郡松川町上片桐 3322 

(一社)日本建設機械レンタル協会 長野支部 可発更新申請 係 

TEL.0265-49-8252 FAX.0265-49-8242 

 

 

該当地区 講習会場 申請窓口（受験申請書類送付先） 

石川県 

富山県 

福井県 

金沢会場 

〒920-0211 

石川県金沢市湊 2-116-16 

(一社)日本建設機械レンタル協会 北陸支部 可発更新申請 係 

TEL.076-238-7097 FAX.076-238-7597 



該当地区 講習会場 申請窓口（受験申請書類送付先） 

静岡県 

名古屋会場 

〒422-8004 

静岡県静岡市駿河区国吉田 1-6-10 (株)レント本社内 

(一社)日本建設機械レンタル協会 静岡支部 可発更新申請 係 

TEL.054-297-5800 FAX.054-297-5801 

愛知県 

三重県 

岐阜県 

〒460-0008 

愛知県名古屋市中区栄 1-14-14 御園パレス 3F 302 

(一社)日本建設機械レンタル協会 中部支部 可発更新申請 係 

TEL.052-203-1657 FAX.052-203-1658 

 

該当地区 講習会場 申請窓口（受験申請書類送付先） 

滋賀県 

大阪会場 

〒524-0013 

滋賀県守山市下之郷 3-14-25 第一観光ビル 2F 

(一社)日本建設機械レンタル協会 滋賀支部 可発更新申請 係 

TEL.077-581-0481  FAX.077-581-0481 

京都府 

〒604-8831 

京都府京都市中京区四条通中新道西入 高石機械産業(株)内 

(一社)日本建設機械レンタル協会 京都支部 可発更新申請 係 

TEL. 075-802-0171 FAX.075-841-1595 

大阪府 

奈良県 

〒578-0965 

大阪府東大阪市本庄西 1-9-15 北野建機(株)内 

(一社)日本建設機械レンタル協会 大阪支部 可発更新申請 係 

TEL.06-6748-8126 FAX.06-6748-8127 

和歌山県 

〒640-8303 

和歌山県和歌山市鳴神 588-1 ソレーユ鳴神 1F 

(一社)日本建設機械レンタル協会 和歌山支部 可発更新申請 係 

TEL.0734-74-5789 FAX.0734-74-1038 

兵庫県 

〒650-0025 

兵庫県神戸市中央区相生町 2-2-7 ツルビル 2F 

(一社)日本建設機械レンタル協会 兵庫支部 可発更新申請 係 

TEL.078-361-2481 FAX.078-361-2487 

 



該当地区 講習会場 申請窓口（受験申請書類送付先） 

広島県 

岡山県 

山口県 

鳥取県 

島根県 

岡山会場 

 〒733-0873 

広島県広島市西区古江新町 4-23 アルファ大田 201 号室 

(一社)日本建設機械レンタル協会 中国支部 可発更新申請 係 

TEL.082-275-0532 FAX.082-275-0538 

徳島県 

高知県 

香川県 

愛媛県 

高松会場 

〒770-0044 

徳島県徳島市庄町 3-16 喜多機械産業(株)内 

(一社)日本建設機械レンタル協会 四国支部 可発更新申請 係 

TEL.090-7789-2823 FAX.088-631-9270 

福岡県 

佐賀県 

大分県 

長崎県 

熊本県 

宮崎県 

鹿児島県 

福岡会場 

〒812-0013 

福岡県福岡市博多区博多駅東 2-9-1 東福第 2 ビル 6Ｆ 

(一社)日本建設機械レンタル協会 九州支部 可発更新申請 係 

TEL.092-482-6685 FAX.092-452-2563 

沖縄県 沖縄会場 

〒901-2134 

沖縄県浦添市港川 537-3 Ｄ‘ｓマンション美ら花 302 

(一社)日本建設機械レンタル協会 沖縄支部 可発更新申請 係 

TEL.098-876-6410 FAX.098-876-6410 

 

 

 

 

 

 

＜資格更新に関するお問い合わせ＞ 

〒101-0038 

東京都千代田区神田美倉町 12-1 キヤビル 5F 

（一社）日本建設機械レンタル協会 本部事務局 

TEL.03-3255-0511 FAX.03-3255-0513 

E-MAIL  info@j-cra.org 

 

 

 

 

 



更新講習会場 地図 

 

＜札幌会場＞ 7 月 21 日(金) 

センチュリーロイヤルホテル  

〒060-0005 

札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 

TEL  011-221-3002 

JR 札幌駅徒歩 3 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜仙台会場＞ 7 月 5 日(水) 

TKP ガーデンシティ仙台 

〒980-6121 

宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 AER 

TEL  022-714-8101 

JR 仙台駅西口徒歩 2 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜東京会場＞ 6 月 19 日(月)、23 日(金) 

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 

〒162-0844  

東京都新宿区市谷八幡町 8 TKP 市ヶ谷ビル 

TEL  03-5227-6911 

JR 市ヶ谷駅より徒歩 1 分 

東京メトロ南北線・有楽町線市ヶ谷駅 7 番出口より徒歩 1 分 

都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅 4 番出口より徒歩 5 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜金沢会場＞ 7 月 12 日(水) 

金沢勤労者プラザ 

〒920-0022  

石川県金沢市北安江 3-2-20 

TEL  076-221-7771  

JR 金沢駅西口より徒歩 10 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜名古屋会場＞ 6 月 28 日(水) 

名古屋国際会議場 

〒456-0036  

名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号   

TEL 052-683-7711 

名古屋市営地下鉄 

名港線日比野駅 徒歩 5 分 

名城線西高蔵駅 徒歩 5 分 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜大阪会場＞ 6 月 28 日(水) 

TKP ガーデンシティ大阪梅田 

〒553-0003 

大阪府大阪市福島区福島 5-4-21 TKP ゲートタワービル 

TEL 06-4400-5263 

JR 大阪環状線 大阪駅 桜橋口 徒歩 8 分  

JR 大阪環状線 福島駅 出口 徒歩 3 分  

大阪市営御堂筋線 梅田駅 中央改札 8 番出口 徒歩 13 分  

大阪市営四つ橋線 西梅田駅 地下街 6-2 番出口 徒歩 2 分  

阪神本線 福島駅 出口 徒歩 4 分  

JR 東西線 新福島駅 1 号出入口 徒歩 5 分 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜岡山会場＞ 6 月 12 日(月) 

国民宿舎サンロード吉備路 

〒719-1124  

岡山県総社市三須 825-1 

TEL  0866-90-0550 

JR 総社駅よりタクシーで約 10 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜高松会場＞ 7 月 21 日(金) 

サン・イレブン高松 

〒760-0067  

香川県高松市松福町 2-15-24 

TEL  087-823-4550 

高松琴平電鉄志度線 松島二丁目駅 徒歩 1 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜福岡会場＞ 6 月 16 日(金) 

福岡ガーデンパレス 

〒810-0001 

福岡市中央区天神 4-8-15 

TEL  092-713-1112  

地下鉄天神駅より徒歩 5 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

＜沖縄会場＞ 6 月 9 日(金) 

沖縄建設労働者研修福祉センター 

〒901-2131  

沖縄県浦添市牧港 5-6-7 

TEL 098-876-6167   

 

 

 

 


