
建設業労働災害防止協会山口県支部 R3.1.18版

山口市中央4丁目5-16　山口県商工会館4階　℡083-924-3743
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4. 山　口その他技能講習等について当支部のホームページをご覧ください 083-922-1120

(臨時開講)　受講者が一定以上まとまる事業場･団体等の要請に基づき臨
時に開講します。

0834-21-2355 0837-22-2325

0835-24-3003 0838-25-2526

受講予約・申込手続きは、事業所あるいは居住地から近い、県内の最寄り
の建災防各分会にお願いします。右表をご参照ください。

0820-22-0233 083-766-0253

0827-82-2125 0837-52-0403

県内の建災防各分会電話番号

講習科目別に、各月毎に記載してあります。上段は講習開催場所、下段
(右端)の日付は講習開催日を示しています。

0820-72-0227 0836-31-5979

0827-21-6215 083-222-6793

隔年開催とし、2021年度開催予定なし

隔年開催とし、2021年度開催予定なし

車両系建設機械(解体用)運転技能講習
(登録第93号)

令和3年度　技能講習・特別教育等実施計画

講習・教育種目

足場の組立て等作業主任者技能講習
(登録第1号)

木造建築物の組立て等作業主任者
技能講習(登録第55号)
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岩国
25,26

石綿作業主任者技能講習
(登録申請中)
一般建築建材含有石綿調査者講習
(登録申請予定)

車
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系
建
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地山の掘削及び土止め支保工
作業主任者技能講習(登録第5号)

玉掛け技能講習(登録第102号)

コンクリート橋架設等作業主任者
技能講習(登録第98号）

足場の組立て等作業主任者能力向上教育
施工管理者等のための足場点検実務者研修

安全推進者能力向上教育(初任時）

防府
8/31～9/2

高所作業車運転技能講習
(登録第80号)

不整地運搬車運転技能講習
(登録第92号)

統括安全衛生責任者教育
（旧現場管理者統括管理講習）

車両系建設機械 (整地･運搬・積み込み用及び掘削用)

作業安全技術教育 (旧車両系建設機械運転業務教育)

職長・安全衛生責任者能力向上教育

型枠支保工の組立て等作業主任者
技能講習(登録第136号)

コンクリート造の工作物の解体等
作業主任者技能講習(登録第57号）

建築物の鉄骨の組立て等作業主任者
技能講習(登録第101号)

ロープ高所作業の業務に係る
特別教育

職長・安全衛生責任者教育　

足場の組立て等作業特別教育(6h)

石綿取扱い作業従事者特別教育

特
別
教
育

小型車両系建設機械(解体用）
運転特別教育

鋼橋架設等作業主任者技能講習
(登録第99号）

車両系建設機械(整地･運搬･積込み用及び
掘削用）運転技能講習(登録第27号)

酸素欠乏･硫化水素危険作業
特別教育

小型車両系建設機械(整地･運搬･
積込み用及び掘削用）運転特別教育

自由研削砥石(グラインダー)
特別教育

丸のこ盤取扱い作業従事者教育

建設業等における熱中症予防
指導員･管理者研修

建設工事に従事する労働者に対する
安全衛生教育(6時間)

国土交通省直轄工事現場等(常時20人以上)からの申請により随時開催

コンクリート破砕機作業主任者技能講習(登録第30号)、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習(登録第98号)、鋼橋架設等作業主任者技能講習(登録第
99号)、低層住宅職長教育、職長のためのリスクアセスメント教育、新総合工事業者リスクアセスメント研修、振動工具（チェーンソー以外)取扱作業従事
者教育、土止め先行工法講習、手すり先行工法講習は定期開催を予定していませんが、受講者が一定以上まとまる事業場･団体等がある場合は臨時に開催
します。

建設業等における作業者のための
熱中症予防教育
斜面崩壊による労働災害防止ガイドラインに基づく

斜面の点検者に対する安全衛生教育

アーク溶接作業特別教育

ローラーの運転の業務に係る
特別教育
巻上げ機の運転の業務に係る
特別教育
フルハーネス使用作業特別教育
(６時間)
低圧電気取扱い業務
(活線作業を除く)特別教育


