
「令和２年度 徳島県自家警備安全教育講習会」

主催：徳島県
主管：公益財団法人徳島県建設技術センター

「徳島県自家警備安全教育講習会」を開催しますので，ご案内申し上げます。

徳島県県土整備部では，建設現場の施工において円滑な道路交通と安全を確保するため，警備
業者の警備員を配置することを原則としていますが，警備員の確保が困難な事例が見受けられ，
公共工事の円滑な施工に支障を及ぼす恐れがあることから，国・県・業界の関係団体で構成する
「徳島県交通誘導警備員対策協議会」を設置し，本県の実情に則した対策に取り組んでいるとこ
ろです。
このたび，警備員が確保できない場合に限り，次のとおり認めることとする「自家警備」の資

格要件となる安全講習会を，次のとおり開催します。

【自家警備を認める範囲】

資　　格 資　格　要　件

 ①交通誘導警備検定合格者＜過去に警備員＞
    (１級及び２級）

 ・警備業法第23条第1項に定める検定(交通誘導警備)に合格した者

　 のうち２年以内に法定教育を受講した者

 ②交通誘導に関し専門的な知識
　  及び技能を有する者

 ・徳島県が実施する講習を過去２年以内に受講した者

 
原則

警備業者の警備員

自家警備が可能

警備業者の警備員が
配置困難な場合

災害対応など
緊急を要する場合

・公安委員会の
 指定区間
・高速自動車道路、
   自動車専用道路

・交通誘導警備業務を行う場所ごとに、
 検定合格警備員を１人以上配置
・同一の警備業者の警備員

・「交通誘導警備員の
 配置に関する確認書」
 の提出が必要

・建設業者の従業員等で
 次の資格が必要
 ①検定合格者のみ

・県監督員がやむを
  得ない理由があると
  認めた場合

・建設業者の従業員等で
 いずれかの資格が必要
 ①検定合格者
   ②指定の講習会受講者

・上記以外の交通 
  頻繁な現道
（道路交通センサス  
  交通量4,000台/日
  以上の区間）

・工事ごとに、検定合格警備員を
  １人以上配置
・同一の警備業者の警備員

・その他の道路 ・警備業者の警備員

・「交通誘導警備員の
 配置に関する確認書」
 の提出が必要

・建設業者の従業員等で
 いずれかの資格が必要
 ①検定合格者
 ②指定の講習会受講者



１ 開催日時

令和３年２月７日（日），１３日（土），２０日（土） 内１日受講

午前１０時から午後５時まで （受付 午前９時３０分から午前９時５０分まで)
※講習開始前に説明がありますので，午前９時５０分までに受付をお済ませください。

２ 開催場所

ポリテクセンター徳島 本館１階 会議室１・２
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 徳島支部
徳島職業能力開発促進センター（徳島県徳島市昭和町 8丁目 27-20）

３ 受講資格

・県の入札参加資格があること。
・主たる営業所が，那賀庁舎，美波庁舎，三好庁舎（西祖谷山・東祖谷地域）管内にある
こと。

・上記建設業者の従業員等であること。

４ 定 員

（新型コロナウイルス感染症への対応のために，募集人数を制限しております。）
・各回２７名
・１社当たりの定員は２名まで

※受付順で定員となり次第，締切とさせていただきます。

５ 受 講 料

８，０００円（税込）／名
※受講料には，テキスト代，手旗代，警笛代，傷害保険料等を含む。

６ プログラム

時 間 講 習 内 容 会 場

９：５０～１０：００ ガイダンス 会議室１・２

１０：００～１２：００ 座 学 会議室１・２

１２：００～１３：００ 昼 休

１３：００～１４：００ 座 学 会議室１・２

１４：００～１６：５０ 実 技 屋外実技講習会場

１６：５０～１７：００ 講習修了証交付 会議室１・２



７ 受講にあたって

（１） 受講姿勢
ア 講師の指示・指導にしたがって受講してください。
イ 他の受講者の受講を妨げる行為は慎んでください。守れない場合は，退席を命じ

ることがあります。
ウ 指定された集合時刻は厳守してください。
エ 講習中，講習時間外を問わず施設内では一切の写真，動画の撮影を禁止します。

講習の録音もご遠慮ください。講習資料の複写やインターネットへの掲載等の二
次利用も禁止します。

（２） 持物・服装
ア 受付後送付される受講票，顔写真付身分証明書（運転免許証等），筆記用具，ヘ

ルメット及び雨天時でも実技講習を屋外で実施しますのでレインウェアを各自で
ご用意ください。

イ 服装は，実技講習をしやすいよう普段現場で着用している作業服（冬場は防寒着
も用意）でお願いします。

（３） 昼食等
ア 昼食は各自でご用意ください。
イ 会議室は原則飲食不可ですが，蓋付き飲料水（ペットボトル等）は飲料可能とな

ります。
ウ 飲食する場合はラウンジスペース，訓練生ホールをご利用ください。

なお，ラウンジスペースに設置されている電子レンジは利用可能です。

（４） 講習修了証の交付
ア 講習修了証は，当日会場において交付します。
イ 遅刻，離席，早退者には講習修了証を交付しませんのでご注意ください。
ウ 講習修了証は，全ての講義を受講したうえで講習内容を理解した方に交付します。

（小テストあり）

（５） 施設利用にあたり
ア 「ポリテクセンター徳島」内のゴミ箱は使用禁止です。ゴミ，空き缶等不要品は

各自で持ち帰りください。
イ 喫煙場所は次のとおり２か所用意されています。２か所の喫煙場所以外は敷地内

および館内全館禁煙となっております。
（ア） 製図室 南側（屋内）
（イ） 溶接実習場 西側（屋外）
※会議室に場所案内が掲示されていますので，来場時にご確認ください。

（６） 講習会開催中の傷害保険について
講習会は「国内旅行傷害保険」に加入しております。

（７） 新型コロナウィルス感染症への対応について
ア 感染予防のため，検温，マスクの着用，アルコール消毒，ソーシャルディスタン

スの確保などのご協力をお願いします。
イ 感染が拡大した場合は，状況により講習を延期または中止することがあります。

８ 申込開始・期限

申込開始：令和３年１月 ８日（金）午前９時から
申込期限：令和３年１月１８日（月）午後５時まで
＊申し込みが定員となり次第，申し込み期間中でも募集を締め切ることがあります。



９ 申込手順

（１） 必要書類・申込方法
「受講申込書」をダウンロードし，指定された申込期限内に，所属建設業者単位で
「ア 電子メール」または，「イ ＦＡＸ」にて（公財）徳島県建設技術センター
（以下「当センター」という。）にお申し込みください。

ア 電子メールによる申し込み方法

（ア） 「受講申込書」に必要事項を入力し，メールに添付してください。

（イ） メールの件名に「自家警備講習会申込」と明記してください。

（ウ） メールの本文に，①所属建設業者名 ②申込担当者氏名 ③所属建設業者電
話番号 を明記しメールを送信してください。

（エ） 当センターから，受付完了のメール（自動返信）が届きましたら，受付は完
了です。

※返信メールが届かない場合は，受付が完了していない可能性があるため，「12 問い合わせ
先」の当センターにご連絡ください。

※ドメイン拒否設定されている方は，当センタードメイン（････@toku-eta.or.jp）からのメー
ルを受け取れるよう設定をお願いします。

申し込み専用アドレス（半角小文字）

kengi-kensyu1@toku-eta.or.jp

イ ＦＡＸによる申し込み方法

（ア） 「受講申込書」に必要事項をご記入の上，ＦＡＸにて送信してください。
ＦＡＸ送信後は，受信できているか必ず電話で確認してください。

ＦＡＸ送付先

０８８－６２４－７９５１ （確認先電話番号 ０８８－６２４－７９５０）
※午前９時から午後５時まで（土日祝祭日は休み）

（２） 受講可否通知
応募者が多数の時は受付順で決定します。
受講の可否を当センターから「電子メール」または「ＦＡＸ」にて申込担当者にご
連絡いたします。

・受講可否通知 令和３年１月２３日（土）まで に発送いたします。

（３） 入金締切日
受講可否通知書に別途記載いたします。



１０ 受講可否通知を受け取ってからの手順（受講決定者）

（１） 受講可否通知には
「受講登録書」，「払込取扱票（記入見本）・証明写真について」のダウンロードペ
ージ（当センターホームページ）をお伝えしますので，入手ください。

（２） 受講料の納入は
郵便局に備えつけの『払込取扱票（青色）』に必要事項をご記入の上，「払込取扱
票に対応した ATM」または「郵便局の窓口」にて，期限までに払込みください。
なお，払込手数料は申込者負担とさせていただきます。
※受講料は，講習会中止の場合を除き，原則返金できませんのでご了承ください。
なお，コロナ感染等に伴う，参加の取りやめ等には，個別に対応いたします。

（３） 次の書類を当センターへ電子メール（”９ 申込み手順"と同じ”申し込み専用アドレ
ス”）または郵送で提出してください。

ア 「受講登録書」・・必要事項を記入，証明写真，受領書等を貼付
イ 「証明写真」・・・上三分身脱帽，カラー写真（縦４×横３ｃｍ）１枚

裏面に氏名を記入し，受講登録書に貼付
またはＪＰＥＧ形式の電子データ（1MB以内）
証明写真は講習修了証に使用します

ウ 「振替払込請求書兼受領証（窓口利用）」のコピーまたは「ご利用明細票（ＡＴ
Ｍ利用）」のコピー（メールの方は写真画像データ）を受講登録書に貼付

郵送先

〒７７１－０１３４
徳島市川内町平石住吉 209 － 5
（公財）徳島県建設技術センター 自家警備安全講習会 行

（４） 受講票の送付
「受講料の納入」と「受講登録書」及び「証明写真」の提出が確認できましたら，
「受講票」を申込担当者に「電子メール」または「郵送」で送付いたしますので，
（電子メールの方は印刷し）受講者が当日ご持参ください。

１１ その他

申込書・受講登録書に記載された個人情報は，講習会の実施に使用するほか，受講者
名簿に登録され，自家警備安全教育講習会を受講したことを証明するものとして，当
センターの「個人情報取扱要綱」に則り保管いたします。

１２ 問い合わせ先

（１） 徳島県自家警備安全教育講習について
徳島県県土整備部建設管理課 「丸岡，土井」

まるおか ど い

電話番号：０８８－６２１－２６８０
月曜日から金曜日 午前９時３０分から午後５時まで（土日祝祭日は休み）

（２） 講習会の実施について（受講申込手続等）
公益財団法人 徳島県建設技術センター 「柏谷，魚谷」

かしわ や うおたに

電話番号：０８８－６２４－７９５０
月曜日から金曜日 午前９時３ 0分から午後５時まで（土日祝祭日は休み）


