
《作業主任者技能講習　受講資格》　
①当該作業の実務経験が３年以上で、満２１歳以上の者
②大学･高等専門学校または高等学校の特定学科を専攻して卒業し、当該作業の実務経験が２年以上

第１日目 第２日目

C 9:00～17:15  9:00～17:15 ¥11,000

¥1,716

第4改訂6版

(R4.7.28)

　A’ 14:35～17:15

C 9:00～17:15   9:00～17:15 ¥11,000

¥2,024

改訂3版2刷
(R2.12.21) 

　A’ 14:35～17:15

C 免除資格なし 9:00～17:15   9:00～17:15 ¥11,000

¥2,244

改訂8版

(R4.3.18)

　A’ 14:35～17:15

C 9:00～16:50   9:00～15:40 ¥11,000

B 9:00～16:50 13:00～15:40 ¥1,914

第3改訂2版6刷

(R4.1.31)

　A’ 13:00～15:40

C 9:00～17:15   9:00～17:15 ¥11,000

B 9:00～17:15 14:35～17:15

¥1,606

改訂9版

(R4.5.16)

　A’ 14:35～17:15

第２日目 第３日目 受講料 テキスト代

C 9:00～17:00   9:00～16:40 ¥15,400

A-1 12:20～16:40

A-2 14:00～16:40 ¥2,662

A-3 12:20～16:40 第6版

B-1 12:20～16:40 (R4.10.14)

B-2 14:00～16:40

B-3 9:00～15:30 12:20～16:40

会　　員 非会員

(4月3日～5月15日)

(10月2日～11月1日)

(5月8日～6月1日)

(9月1日～10月12日)

(4月3日～5月2日) 9:00～16:20

(11月1日～12月1日) (実技1.5H含む)

(4月3日～4月19日) ¥6,600 ¥7,700

(8月1日～9月5日) (実技込) (実技込)

(2月1日～2月28日) ¥8,800 ¥9,900

(4月3日～4月28日)

(12月1日～1月12日)

　※実技実施報告書必要

※実技講習を受講の際は、作業服･安全帽（ヘルメット）･作業用靴（安全靴、半長靴など）等を御用意ください。 ※実技講習は、受講希望者5名以上で行います。
※実技講習は、原則として雨天でも実施します。　　　　　詳細は、受講票に記載しておりますのでご確認ください。

会　　員 非会員

(5月8日～6月14日)

(9月1日～10月3日)

(1月4日～1月31日)

(4月3日～5月26日)

(10月2日～11月1日)

(5月8日～6月6日)

(7月3日～8月1日)

13:00～17:10
(実技0.5H含む)

会　　員 非会員

050216

(R3.10.1)

令和5年5月9日(火)

¥7,700

講　習　の　種　類

¥8,800

振動工具取扱作業従事者安全衛生教育

令和5年6月2日(金)

令和5年11月9日(木)

講　習　の　種　類
講　習　会　予　定　日　(　　)内は申込期間

※申込 終日以降の取消又は当日欠席の場合は受講料の返金はできません

(8月1日～9月12日)各
 
 

種
 
 

教
 
 

育

職長・安全衛生責任者教育

テキスト代

¥1,089

テキスト代
受　　講　　料

(9月1日～10月12日) ¥6,600

¥7,700

¥13,200 ¥14,300

¥9,900

改訂3版（R4.9.20）

¥9,900

¥1,287

¥8,800

¥6,600
¥2,750

改訂初版6刷（R4.5）

¥1,694

¥7,700

¥1,815

3版(R4.10.14)

¥2,134

新版3版
(R4.5.31)

¥1,716

2版(R4.1.21)

※　上記講習の出張講習をご希望の場合は 20名以上で開催いたしますので、お気軽に建災防福山分会までお問い合わせください。　　　

建設業等における熱中症予防指導員研修 13:00～16:40 ¥6,600 ¥7,700
¥2,156

3版(R4.4.28)
3版(R3.7.29)

指
　
針
 

教
 

育

（
広
島
県
支
部

）

職長・安全衛生責任者能力向上(定期)教育 9:00～16:20 ¥7,700 ¥8,800
¥1,012

3版5刷(R4.6.14)

足場の組立て等作業主任者能力向上(定期)教育 ¥8,800 ¥9,900
¥1,606

令和5年10月24日(火) (9月1日～10月12日)

令和5年12月13日(水) (11月1日～12月1日) 9:00～17:00
改訂4版(R3.12.24)

¥814

¥1,089

（R2.12.18)

第7版2刷

第2改訂2版3刷

丸のこ等取扱い作業従事者教育

講習会時間割
受　　講　　料

1日目 9:00～17:35

2日目 9:00～16:50

令和5年6月21日(水)～22日(木)

9:00～17:00 ¥8,800

¥6,600

建設業安全衛生推進者能力向上(初任時)教育

現場管理者統括管理講習 9:00～17:05

木造建築物の解体工事作業指揮者教育 9:00～16:10

刈払機取扱安全衛生教育
   ※実技実施報告書必要

9:00～15:10

12:30～17:15

3版2刷（R3.10.27)

第2改訂2版8刷
(R3.1.19)

¥7,700

フルハーネス型安全帯使用作業
3版4刷（R3.11.12）

足場の組立て等の作業に係る業務
2版（R3.12.24）

¥7,700 ¥8,800

石綿取扱い作業従事者
令和5年6月12日(月)

第4版(R4.5.26)

¥880

令和5年12月14日(木)

¥847令和5年5月25日(木)

令和5年11月14日(火)

¥847

￥8,800

土特￥8,800
地特￥8,800

職業能力開発促進法に掲げる建設科、土木科又はさく井科の
職種に係る職業訓練指導員免許取得者

土木施工管理技術検定合格者

とびに係る1級又は2級の技能検定合格者 9:00～16:00

職業能力開発促進法に揚げるとび科の職種に係る職業訓練
指導員免許取得者

※申込 終日以降の取消又は当日欠席の場合は受講料の返金はできません
講習会時間割

受　　講　　料
テキスト代

講　習　会　予　定　日　(　　)内は申込期間

令和5年8月2日(水)～4日(金)

(6月1日～7月26日)

※特例講習も上記日程内で行います。
　・　地山の掘削作業主任者技能講習修了者（土止め特例）
　・　土止め支保工作業主任者技能講習修了者（地山特例）

建設機械施工技術検定合格者（一部制限有り）

講　習　の　種　類

職業能力開発促進法に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許取得者

②とびに係る1級又は2級の技能検定合格者

木造建築物の組立て等

免除資格なし

型枠、足場、鉄骨、建築物鉄骨作業主任者技能講習修了者

職業能力開発促進法に掲げる建築科、とび科、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築科の職種に係る職業
訓練指導員免許取得者

9:00～16:00

③職業能力開発促進法に掲げる建築科、とび科、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築科の訓練修了者

地山の掘削・土止め支保工

免　　除　　資　　格 第１日目

免除資格なし 9:00～16:00

①安衛法の技能講習規程に定める訓練修了者
②職業能力開発促進法に掲げる建設科又はさく井科の訓練修了者

令和6年1月23日(火)～24日(水)

(12月1日～1月16日)

建築物等の鉄骨の組立て等
令和5年7月25日(火)～26日(水)

建災防広島県支部福山分会　講習会予定表　令和５年度(2023年4月～2024年3月) 広 島 労 働 局 長 登 録 教 習 機 関

建設業労働災害防止協会 広島県支部 福山分会
 〒720－0034　   広島県福山市若松町8－22
 Tel ： 084 (924) 4320    Fax： 084 (924) 4331

③職業能力開発促進法に掲げる訓練指導員養成の訓練において特定の学科その他技能講習規程に   Email：kensaibou-fukuyama@dolphin.ocn.ne.jp
         定める職業訓練を修了し、当該作業の実務経験が２年以上   U R L：https://jcosha-fukubun.org

①安衛法の技能講習規程に定める訓練修了者

免除資格なし

令和5年5月15日(月)～16日(火)　(4月3日～5月8日)

A

講　　習　　の　　種　　類
講　習　会　予　定　日　(　　)内は申込期間

コース 免　　　除　　　資　　　格

型枠支保工の組立て等
(5月8日～6月21日)

ｺﾝｸﾘｰﾄ造の工作物の解体等

作
　
　
業
　
　
主
　
　
任
　
　
者
　
　
技
　
　
能
　
　
講
　
　
習

足 場 の 組 立 て 等

(6月1日～7月18日)

①安衛法の技能講習規程に定める訓練修了者

受講料 テキスト代※受講申込 終日以降の取消･当日欠席の場合
 　受講料(テキスト代含)の返金はできません

令和5年9月26日(火)～27日(水)　(8月1日～9月19日) ②職業能力開発促進法に掲げる建築施工系とび科の訓練修了者 12:55～17:15
¥8,800

12:55～17:15

講 習 会 時 間 割

令和5年8月24日(木)～25日(金)

(7月3日～8月17日)

免除資格なし

A

①安衛法の技能講習規程に定める訓練修了者

令和5年6月28日(水)～29日(木)

令和6年2月20日(火)～21日(水)　(1月4日～2月13日) ③とびに係る1級又は2級の技能検定合格者

職業能力開発促進法に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許取得者

②職業能力開発促進法に掲げる建設科、型枠科若しくはﾌﾞﾛｯｸ建築科の訓練修了者

③ﾌﾞﾛｯｸ建築又はとびに係る1級又は2級の技能検定合格者

職業能力開発促進法に掲げる建設、建築、建築ﾌﾞﾛｯｸ又はとび科の職種に係る
職業訓練指導員免許取得者

令和6年3月6日(水)

(8月1日～8月30日)

¥8,800

¥8,800

12:55～17:15

¥8,800

¥8,800A
①安衛法の技能講習規程に定める訓練修了者

10:40～15:40

A

①安衛法の技能講習規程に定める訓練修了者

A ②職業能力開発促進法に掲げるとび科の訓練修了者

③とびに係る1級又は2級の技能検定合格者

職業能力開発促進法に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許取得者

12:55～17:15②建築大工、とびに係る1級又は2級の技能検定合格者

免除資格なし

鋼橋架設等、又はｺﾝｸﾘｰﾄ橋架設等作業主任者技能講習修了者

令和5年5月26日(金)

令和5年11月15日(水)

(2月1日～2月28日)

高所作業車運転業務（10ｍ未満）
　※実技実施報告書必要

9:00～16:15

令和5年10月19日(木)

令和5年10月12日(木)～13日(金)

令和6年2月7日(水)～8日(木)

令和5年9月20日(水)

令和6年3月5日(火)

令和5年6月13日(火)

令和5年8月8日(火)

(4月3日～5月15日)

(10月2日～11月1日)

※申込 終日以降の取消又は当日欠席の場合は受講料の返金はできません

講　習　会　予　定　日　(　　)内は申込期間
講習会時間割

¥7,700 ¥8,800
¥1,397

改訂初版17刷
(R3.9.30)

令和5年9月5日(火)

自由研削と石取替え等業務

巻上げ機（ウインチ)運転業務

特
　
 

別
 
　
教
 
　
育

¥6,600 ¥7,700

¥9,350 ¥10,450

¥7,700 ¥8,800

令和5年10月25日(水)

令和5年5月18日(木)

令和5年4月25日(火)

令和6年1月18日(木) 9:00～16:10

9:00～16:20

　12:30～17:15
(実技1H含む)

学科   9:00～14:00
実技 14:10～16:10

令和5年9月12日(火)

☆詳しいお問い合わせ先☆

建災防福山分会

〒720-0034

広島県福山市若松町8-22

Tel 084-924-4320

Fax 084-924-4331

E-mail kensaibou-

ｆukuyama@dolphin.ocn.ne.jp

HPの検索“建災防福山分会”
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから受講申込書等が

ダウンロードできます。

是非、ご利用ください。

** お知らせとお願い **

①受講申込時に本人確認書類を

お持ちください。

②講習会開催可能人数１０名に満たな

い場合、中止することもありますので、

何卒ご了承ください。

③テキスト代は改訂時に価格変更す

ることがありますので、詳細は受付開

始前にお知らせする講習会案内でご

確認ください。

④テキストは、講習当日お渡し致します。

⑤受講者用の駐車場はありませんの

で 公共交通機関をご利用ください。

⑥建災防で実施する技能講習・特別

教育について、中小建設事業主を対

象に経費と賃金の一部が建設事業主

等に対する助成金（旧建設労働者確

保育成助成金）として助成されます。

助成金申請をする場合、受講申込時

に建災防事務局までお知らせください。

平成３０年１０月１日以降に開始する技

能実習のうち、登録教習機関（建災防

等）で受講する場合は、計画届の届出

が不要になりました。

= 講 習 会 場 =

福山土木建築会館
（福山市若松町８－２２)


