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令和４年度講習等の主な変更点について

１ フォークリフト運転技能講習の土日開催
フォークリフト運転技能講習の土日開催を４回計画しています（ただし、学科は平日となり
ます）。
２ クレーン運転士国家試験のための学科講習について
クレーン運転士国家試験のための学科のみ（知識、原電、力学、法令）を、全科コースの日
程で受講できます。（受講料税込み22,000円、テキスト代4,455円）
３ 修了証への旧姓等の併記
実技教習、技能講習及び特別教育等の修了証について、希望される方には旧姓等の併記がで
きるようになりました（これに伴い受講申込書の様式が変更となっております）。

受講手続き

１ 協会（教習事業部）では、講習等の受講申込みを随時受け付けていますので、お早めに電話
で空き状況をご確認後、お申込みください。
ただし、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習、特定化学物質及び四アルキル鉛等作
業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習については、原則として、講習開始日の１か
月前の午前８時３０分から受講申込みを受付けます（具体的な受付開始日は、７ページ以降の
月別講習等実施計画の★をご覧ください）。
受講申込みの締切りは、講習開始日の７日前です。なお、受講定員になり次第、締め切る場
合もあります。また、受講申込みを取り消す場合は、講習開始日の７日前までにご連絡くださ
い。
２ 支部会場で行う講習等のお問い合わせや受講申込み手続等に関する支部の窓口営業時間は、
午前９時から午後４時までとなります。
３ 受講申込み後、講習開始日の７日前までに、所定の受講申込書（写真、受講資格確認のため
の運転免許証（写し）、所持する資格証（写し）、経験証明等の必要書類〔原本を講習当日お
持ちいただくこともあります〕を添付したもの）を協会（教習事業部）に提出してください。
なお、支部会場で行う講習等については、所定の受講申込書を担当支部に提出してください
（支部会場で行う講習等の申込みの締切り、受講申込書の提出期限等については、支部によっ
て異なりますので、詳細は担当支部にお問い合わせください）。
期限までに必要書類が提出されていない場合には、受講（科目免除を含む）をお断りするこ
とがあります。
＊受講申込書には必要事項を楷書体で誤りのないようにご記入ください。

４ 受講料、テキスト代等は、講習開始日の７日前までに銀行振込等（できる限り銀行振込をお
願いしております）によりお支払いください（申込み・振込先は、６ページに掲載）。
お支払いが確認できない場合には、受講をお断りすることがあります。

５ 次の講習等の受講申込みには、写真が必要です。
クレーン・移動式クレーン運転実技教習 ⇒ ４枚
技能講習 ⇒ ２枚
安全衛生推進者・衛生推進者養成講習 ⇒ ２枚
（サイズ３×2.4㎝、上三分身、脱帽、無背景、色付きメガネ不可、
６か月以内に撮影された鮮明な同一の写真をご準備ください。裏面に氏
名をご記入ください）
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＊特別教育、その他の講習については、写真は不要です。
６ 修了証の即日交付を行っていない講習等については、修了証等の発送手数料として、お一人
様別途500円（税込み）が必要となります（発送手数料が必要となる講習等は、大分支部以
外の支部会場で行う講習等、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、有機溶剤
作業主任者技能講習、乾燥設備作業主任者技能講習、プレス機械作業主任者技能講習、鉛作業
主任者技能講習です）。
＊特別教育、職長・安全衛生責任者教育、職長教育、安全衛生責任者教育、危険予知活動リー
ダー養成研修、熱中症予防教育については、修了証を事業主あてに送付しますので、発送
手数料は事業場単位でお支払いください。

７ 講習当日、協会（教習事業部）では、午前８時から受付を開始します（支部会場で行う講習
等については、その都度担当支部にご確認ください）。
遅刻、早退、一時外出等により、法令に定められた講習時間を受講できない場合には、修了
証の交付はできません。
遅刻した場合、受講をお断りすることがありますので、時間に余裕をもってお越しください。
なお、講習によっては、補講ができる場合があります。その場合、別途補講料が必要になり
ます。
８ 実技がある講習等については、実技に支障がない作業服、安全帽、安全靴、手袋、雨具など
をご用意ください（安全帽は、貸出用を準備しています）。
また、学科講習等については、筆記用具（鉛筆、消しゴム）、電卓（力学や電気の科目で使
います。スマホの電卓機能は使用できません）をご用意ください。
９ 本計画以外に、事業主、各種団体様のご希望により出張講習ができる講習等もあります。
その場合、概ね20名の受講者が必要です。詳しくは、協会（教習事業部）までご相談くだ
さい。

１０ 各講習等とも定員を超えた場合には、別途、講習等の日程を設定することがあります。
また、定員に達しない場合には、講習等を中止又は延期することがあります。

１１ 特別教育、その他講習の受講料は、会員価格と非会員価格がありますのでご確認ください。
１２ 受講料等は、原則として払戻しいたしておりませんので、ご了承ください。
１３ 受講料、テキスト代等は、テキストの改訂等の事情により改定することがあります。
１４ 大雨、雷、台風、大雪等の気象条件によって、講習等の実施が困難なときには、講習等の日
程、時間、会場等を変更することがあります（協会ホームページでご確認ください）。

新型コロナウィルス感染症への対応について
講習等を受講される皆様には、新型コロナウィルスなどの感染予防のため、以下の事項にご配
慮いただき、受講いただきますようお願いします。
なお、県内において、感染状況及び会場等の都合により、講習の日程・会場の変更または中止
させていただくことがありますので、その際には、ご理解ご協力のほどお願いします。
１ 咳、発熱などの一般的な風邪症状がある場合のご受講は慎重にご検討ください。なお、講習
期間中は毎朝ご自宅で検温をしていただき、発熱（37.5度以上）がある場合は、受講を見合
わせてくださいますようお願いします。また、明らかに体調を崩していると見受けられる場合、
受講の延期をお願いすることもございますので、ご了承ください。
２ 受講中はマスクを必ず着用してください。また、実技講習中は軍手、皮手袋等を使用してく
ださい。なお、マスク、手袋等につきましては各自でご準備いただくようお願いします。
３ 教室等入室の際には、備え付けてある消毒用アルコールで手指を消毒してください。また、
備品等不要なものには、触らないよう併せてお願いします。
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教習名 登録番号
（有効期限） コース 受講料

（税込）
テキスト代
（税込）

合計
（税込） 教習内容等

クレーン運転実技教習 第14‐３号
（令和６年３月30日）

全科(９日） 115,500 4,455 119,955
・学科、実技
（学科は、クレーン限定免許関係のみを行います。）

実技(８日） 99,000 99,000 ・実技のみ

移動式クレーン運転実技教習 第14‐４号
（令和６年３月30日）

全科(６日） 99,000 4,565 103,565 ・学科、実技

実技(６日） 90,200 90,200 ・実技のみ

講習名 登録番号
（有効期限） コース 受講料

（税込）
テキスト代
（税込）

合計
（税込）

受講資格
（※18歳未満の方はお問い合わせください。）

車両系建設機械（整地等用）
運転技能講習

第14‐５号
（令和６年３月30日）

38Ｈ 93,500 1,430 94,930

14Ｈ 49,500 1,430 50,930 ・大型特殊自動車運転免許所持者
・大型・中型・準中型又は普通自動車運転免許所持者で、小型車両
系建設機械（整地等用又は解体用）又は不整地運搬車特別教育を
修了し、運転業務に３ヶ月以上従事経験がある方
・大型・中型・準中型又は普通自動車運転免許所持者で、鉱山での
車両系建設機械（整地等用又は解体用）の運転業務に３ヶ月以上
従事経験がある方
・不整地運搬車運転技能講習修了者

車両系建設機械（解体用）
運転技能講習

第14‐７号
（令和６年３月30日）

５Ｈ 16,500 1,740 18,240 ・車両系建設機械（整地等用）運転技能講習修了者
・建設機械施工技術検定１級（実地試験でトラクター系の操作施工
法を選択した方）又は２級（第１種・第３種）合格者

不整地運搬車運転技能講習 第14‐８号
（令和６年３月30日）

11Ｈ 35,200 1,740 36,940 ・大型特殊自動車運転免許所持者
・大型・中型・準中型又は普通自動車運転免許所持者で、小型車両
系建設機械（整地等用又は解体用）又は不整地運搬車特別教育を
修了し、運転業務に３ヶ月以上従事経験がある方
・建設機械施工技術検定１級（実地試験でトラクター系の操作施工
法を選択しなかった方）又は２級（第２種～第６種）合格者
・車両系建設機械（整地等用又は解体用）運転技能講習修了者

高所作業車運転技能講習 第14‐９号
（令和６年３月30日）

17Ｈ 47,300 1,470 48,770

14Ｈ 38,500 1,470 39,970 ・大型特殊・大型・中型・準中型又は普通自動車運転免許所持者
・フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講
習、車両系建設機械（整地等用、基礎工事用、解体用）運転技能
講習又は不整地運搬車運転技能講習修了者
・建設機械施工技術検定合格者

12Ｈ 37,400 1,470 38,870 ・移動式クレーン運転士免許所持者
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者

床上操作式クレーン
運転技能講習

第14-10号
（令和６年３月30日）

20Ｈ 49,500 1,705 51,205

16Ｈ 44,000 1,705 45,705 ・移動式クレーン又は揚貨装置運転士免許所持者
・旧クレーン則第235条に規定するデリック運転士免許所持者
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者
・玉掛け技能講習修了者

小型移動式クレーン
運転技能講習

第14-11号
（令和６年３月30日）

20Ｈ 46,200 1,705 47,905

16Ｈ 41,800 1,705 43,505 ・クレーン・デリック又は揚貨装置運転士免許所持者
・床上操作式クレーン運転技能講習修了者
・玉掛け技能講習修了者
・旧クレーン則第223条に規定するクレーン運転士免許所持者
・旧クレーン則第235条に規定するデリック運転士免許所持者

実技教習・技能講習・養成講習の受講料・受講資格等

【実技教習】
（円）

◎上記の実技教習を終え、修了試験に合格された方は、国家試験の実技が免除となります。（１年間有効）
◎全科コース受講者のうち、希望される方には、受験申請書類の発送を代行します。
（この場合、学科試験手数料6,800円（非課税）、振込手数料313円（税込）と代行手数料500円（税込）が、別途必要です。）
◎クレーン、移動式クレーンの学科（各４科目）のみの受講もできます。受講料は、１科目5,500円（税込）です。

【技能講習】
（円）
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講習名 登録番号
（有効期限） コース 受講料

（税込）
テキスト代
（税込）

合計
（税込）

受講資格
（※18歳未満の方はお問い合わせください。）

玉掛け技能講習 第15号
（令和６年３月30日）

19Ｈ 24,200 1,650 25,850

15Ｈ 19,800 1,650 21,450 ・クレーン・デリック、移動式クレーン又は揚貨装置運転士免許所
持者
・床上操作式クレーン又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者
・旧クレーン則第223条に規定するクレーン運転士又は第235条
に規定するデリック運転士免許所持者

フォークリフト運転技能講習 第14-12号
（令和６年３月30日）

35Ｈ 35,200 1,370 36,570

31Ｈ 31,900 1,370 33,270
大型・中型・準中型・普通自動車又は大型特殊自動車（カタピラ
限定付）運転免許所持者

11Ｈ 16,500 1,370 17,870 ・大型特殊自動車運転免許所持者（カタピラ限定付は除く。）
・大型・中型・準中型・普通自動車又は大型特殊自動車（カタピラ
限定付）運転免許所持者で、フォークリフト運転特別教育を修了
し、運転業務に３ヶ月以上従事経験がある方

ショベルローダー等
運転技能講習

第14-13号
（令和６年３月30日）

31Ｈ 38,500 1,870 40,370
大型・中型・準中型・普通自動車又は大型特殊自動車（カタピラ
限定付）運転免許所持者

11Ｈ 22,000 1,870 23,870 ・大型特殊自動車運転免許所持者（カタピラ限定付は除く。）
・大型・中型・準中型・普通自動車又は大型特殊自動車（カタピラ
限定付）運転免許所持者で、鉱山におけるショベルローダー等の
運転業務に３ヶ月以上従事経験がある方

ガス溶接技能講習 第14号
（令和６年３月30日）

13Ｈ 14,300 880 15,180

酸素欠乏・硫化水素危険
作業主任者技能講習

第57‐６号
（令和６年３月30日）

15.5Ｈ 19,250 2,310 21,560

13.5Ｈ 15,950 2,310 18,260
・日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受け
た方等

乾燥設備作業主任者
技能講習

第18号
（令和６年３月30日）

15Ｈ 16,500 1,540 18,040 ・乾燥設備の取扱い作業に５年以上従事経験がある方
・学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規
の学科を専攻して卒業し、その後１年以上乾燥設備の設計、製作、
検査又は取扱い作業に従事経験がある方
・学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の
正規の学科を専攻して卒業した方で、その後２年以上乾燥設備の
設計、製作、検査又は取扱い作業に従事経験がある方

プレス機械作業主任者
技能講習

第16号
（令和６年３月30日）

15Ｈ 16,500 1,540 18,040 ・プレス作業に５年以上従事経験がある方

特定化学物質及び四アルキル
鉛等作業主任者技能講習

第43号
（令和６年３月30日）

12Ｈ 13,200 1,980 15,180

有機溶剤作業主任者技能講習 第53‐５号
（令和６年３月30日）

12Ｈ 13,200 1,980 15,180

鉛作業主任者技能講習 第35号
（令和６年３月30日）

10Ｈ 11,000 1,760 12,760

講習名 登録番号
（有効期限） コース 受講料

（税込）
テキスト代
（税込）

合計
（税込） 受講資格

安全衛生推進者養成講習 第１号
（令和６年３月30日）

２日 11,000 1,430 12,430

衛生推進者養成講習 第２号
（令和６年３月30日）

１日 7,700 1,100 8,800

補講料（税込）
（補講１時間につき）

3,300

（円）

◎受講資格確認のため、運転免許証（写し）、資格証（写し）、経験証明等が必要となります。

【安全衛生推進者養成講習】
（円）

【補講】
（円）
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教 育 名 日数

非 会 員 会 員

受講料
（税込）

テキスト代
（税込）

合計
（税込）

受講料
（税込）

テキスト代
（税込）

合計
（税込）

特

別

教

育

クレーン運転業務 ２ 14,850 1,705 16,555 12,100 1,705 13,805

小型車両系建設機械(整地等用）運転業務 ２ 14,850 1,370 16,220 12,100 1,370 13,470

ローラー運転業務 ２ 14,850 1,510 16,360 12,100 1,510 13,610

巻上げ機運転業務 ２ 14,850 1,170 16,020 12,100 1,170 13,270

高所作業車運転業務 ２ 14,850 1,370 16,220 12,100 1,370 13,470

研削といし取替え
等業務

自由研削 １ 8,250 1,320 9,570 5,500 1,320 6,820

機械研削（学科のみ） １ 7,150 1,320 8,470 4,400 1,320 5,720

アーク溶接等業務 （学科のみ） ２ 12,100 1,210 13,310 9,350 1,210 10,560

酸素欠乏危険作業（第二種）に係る業務 １ 10,780 1,430 12,210 8,030 1,430 9,460

動力プレス金型等の取付け等業務
（学科のみ） １ 10,780 2,750 13,530 8,030 2,750 10,780

低圧電気取扱業務 ２ 16,830 770 17,600 14,080 770 14,850

特定粉じん作業に係る業務 １ 8,360 880 9,240 5,610 880 6,490

廃棄物焼却施設に関する業務 １ 8,360 990 9,350 5,610 990 6,600

フルハーネス型墜落制止用器具使用作業
に係る業務 １ 9,900 990 10,890 7,150 990 8,140

そ

の

他

の

教

育

職長・安全衛生責任者教育 ２ 16,830 1,540 18,370 14,080 1,540 15,620

職長教育 ２ 15,620 880 16,500 12,870 880 13,750

安全衛生責任者教育 １ 3,300 660 3,960 2,200 660 2,860

有機溶剤業務従事者労働衛生教育 １ 10,780 990 11,770 8,030 990 9,020

情報機器作業従事者労働衛生教育 １ 8,360 880 9,240 5,610 880 6,490

安全管理者選任時研修 ２ 19,250 1,650 20,900 16,500 1,650 18,150

ＫＹリーダー養成研修 １ 13,212 （資料代、税込） 10,462 （資料代、税込）

ゼロ災運動 ＫＹＴトレーナー研修 ２ 25,300（資料代、税込） 22,770（資料代、税込）

安全衛生スタッフ向けリスクアセスメン
ト実務研修 １ 35,200（資料代、税込） 31,680（資料代、税込）

衛生管理者受験準
備講習

第１種 ２ 13,200 6,820 20,020 10,450 6,820 17,270

第２種 ２ 13,200 4,840 18,040 10,450 4,840 15,290

クレーン受験準備講習 ２ 12,100 4,455 16,555 9,350 4,455 13,805

職長能力向上教育 １ 9,350 990 10,340 6,600 990 7,590

熱中症予防教育（管理者向け） １ 4,400 1,430 5,830 3,300 1,430 4,730

刈払い機取扱い作業者に対する安全衛生
教育 １ 7,150 2,750 9,900 6,050 2,750 8,800

安全衛生
法に基づ
く安全衛
生教育

玉掛け １ 12,100 1,782 13,882 9,350 1,782 11,132

フォークリフト １ 12,100 1,694 13,794 9,350 1,694 11,044

その他の安全教育 ご相談ください。

特別教育等の受講料

（円）

＊４‐６月にアーク溶接をご受講の方は、申し込みの際にテキスト代をご確認ください。
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申込先 振 込 先
住 所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

教習事業部

〒879－5515
由布市挾間町三船415－12

TEL
097－583－4686
FAX
097－583－4744

大分銀行医科大学前支店
（支店コード080）
（普） 5219306
（社）大分県労働基準協会

大 分 支 部

〒870－0015
大分市新川西１－７－34
板井ビル２階

TEL
097－534－7430
FAX
097－594－5110

大分銀行本店営業部
（支店コード001）
（普） 3187761
（社）大分県労働基準協会
大分支部

中 津 支 部

〒871－0031
中津市中殿558－２
ハーブタウン�１階

TEL
0979－26－1731
FAX
0979－26－1732

大分銀行中津支店
（支店コード029）
（普） 4902931
（社）大分県労働基準協会
中津支部

佐 伯 支 部

〒876－0815
佐伯市野岡町１－４－19
広瀬ビル２階

TEL
0972－22－5080
FAX
0972－22－5087

大分銀行佐伯支店
（支店コード052）
（普） 1490552
（社）大分県労働基準協会
佐伯支部

日 田 支 部

〒877－0026
日田市田島本町１－12

TEL
0973－27－6453
FAX
0973－27－6454

大分銀行日田支店
（支店コード038）
（普） 731397
（社）大分県労働基準協会
日田支部

豊後大野支部

〒879－7131
豊後大野市三重町市場701－5
ウイリングリービル２階

TEL
0974－26－4115
FAX
0974－26－4146

大分銀行三重支店
（支店コード045）
（普） 246420
（社）大分県労働基準協会
豊後大野支部

申込先・振込先

（銀行コード 大分銀行 0183）
（注）１ 支部会場で行う講習等の申込みの締切り、申込書提出期限等については、支部によって異なりま

すので、詳細は担当支部にお問い合わせください。（お問い合わせ時間：午前９時から午後４時まで）
２ 支部会場で行う講習等の受講料、テキスト代等は、必ず、担当支部の振込先にお振込みください。
３ 事業所で申込みをして、個人名でお振込する場合は、事業所名の併記をお願いします。

月別講習等実施計画

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技
能講習、有機溶剤作業主任者技能講習については、★を付した日の午前８時30分から電話によ
る受講申込みを受付けます。
講習等の日程の（ ）内は、講習等の担当支部を示しています。（ ）がない日程は、協
会（教習事業部）で講習等を行います。

６



４月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
７



５月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
８



６月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
９



７月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
１０



８月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
１１



９月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
１２



10月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
１３



11月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
１４



12月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
１５



令和５年 １月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
１６



２月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
１７



３月 実施会場：（一社）大分県労働基準協会
（ ）内は支部会場

◎＝国家試験日、★＝受付開始日（８：３０～）
１８



令和４年度 教習・講習・教育等実施計画一覧表

１９



（登録の有効期間の満了日 令和6年3月30日）
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9月24日（土）～25日（日）
大分県労働福祉会館 ソレイユ

受付
期間

（郵送） 7月4日～7月21日（21日必着）
（窓口） 7月19日～21日16 : 00まで

◎出張特別試験（衛生管理者、クレーン、移動式クレーン） ※１ 日程の【 】内は、講習等の担当支部を示しています。【 】がない日程は、教習事業部
で講習等を行います。

※２ クレーン実技教習のam・pm記載分は、同じ日程で午前、午後教習を行います。
※３ 講習等のお申込みについては、教習事業部又は各日程【 】内に記載された支部にお問合

せください。
※４ 講習等には定員がありますので、お早めに電話で空き状況のご確認をお願いします。
※５ 申込締切は、講習開始７日前までです。それまでに申込書必着でお願いします。
※６ 講習日程は、受講者数又は大雨等の気象条件により、中止又は延期する場合があります。

◎出張試験願書受付（教習事業部・大分支部あて）
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教習事業部
〒879-5515
由布市挾間町三船415-12
TEL：097-583-4686
FAX：097-583-4744
E-mail：info@oita-roukikyo.or.jp

大分支部
〒870-0015
大分市新川西1-7-34
板井ビル2階
TEL：097-534-7430
FAX：097-594-5110
E-mail：oita-b@oita-roukikyo.or.jp

中津支部
〒871-0031
中津市中殿558-2
ハーブタウン�1階
TEL：0979-26-1731
FAX：0979-26-1732
E-mail：nakatu-b@oita-roukikyo.or.jp

佐伯支部
〒876-0815
佐伯市野岡町1-4-19
広瀬ビル2階
TEL：0972-22-5080
FAX：0972-22-5087
E-mail：saiki-b@oita-roukikyo.or.jp

日田支部
〒877-0026
日田市田島本町1-12
TEL：0973-27-6453
FAX：0973-27-6454
E-mail：hita-b@oita-roukikyo.or.jp

豊後大野支部
〒879-7131
豊後大野市三重町市場701-5
ウイリングリービル2階
TEL：0974-26-4115
FAX：0974-26-4146
E-mail：bungooono-b@oita-roukikyo.or.jp

お申込・お問合せ先

※お問合せ時間
午前９時～午後４時まで（土日、祝祭日は除く。）
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支部
講習等名

大分支部
097-534-7430

中津支部
0979-26-1731

佐伯支部
0972-22-5080

日田支部
0973-27-6453

豊後大野支部
0974-26-4115

技

能

講

習

車両系建設機械（整地等用） ７／２５～２６・２８

高所作業車 ７／４～５ ８／３０～３１

床上操作式クレーン ７／２１～２２・２５

小型移動式クレーン ５／３１～６／２ ６／２７～２９ ５／２４～２６ １０／１１～１３

玉掛け ４／１８～２０
９／２７～２９

４／１１～１３
１０／３～５ ５／９～１１ ７／６～８

フォークリフト

５／１６～２０
７／１１～１５
９／５～９
１１／７～１１
Ｒ５．２／１３～１７

１０／２４～２８
Ｒ５．２／２７～３／３

６／１３～１７
１０／１７～２１ ８／２９～９／２

ガス溶接 ７／２６～２７
８／２～３

５／３０～３１
９／１５～１６
Ｒ５．２／２１～２２

７／２５～２６ Ｒ５．１／３０～３１

養
成
講
習

安全衛生推進者 ７／５～６
Ｒ５．２／９～１０ １１／１～２ ９／８～９

衛生推進者 １０／１１

特

別

教

育

クレーン １１／２１～２２

小型車両系建設機械（整地等用） ４／２５～２６ Ｒ５．３／６～７

アーク溶接等（学科のみ） ６／２０～２１
１１／７～８

７／２８～２９
８／４～５

４／７～８
９／２６～２７
Ｒ５．１／３０～３１

７／２７～２８
Ｒ５．３／２３～２４

７／２８～２９
８／３～４

Ｒ５．３／９～１０

酸素欠乏危険作業（第二種） ７／２５
Ｒ５．２／２０

動力プレス金型等の取付け等 Ｒ５．１／２０

特定粉じん作業 ６／２７ １２／１

フルハーネス型墜落制止用器
具使用作業

廃棄物焼却施設 ６／３

そ

の

他

教

育

職長・安全衛生責任者教育
４／１４～１５
７／７～８

Ｒ５．１／２６～２７

５／１９～２０
８／８～９

Ｒ５．１／１６～１７
６／７～８

１１／１７～１８ １１／８～９

有機溶剤業務従事者労働衛生教育 １２／２

情報機器作業従事者労働衛生教育 １２／１２

安全管理者選任時研修 ９／５～６
Ｒ５．３／１５～１６

KYリーダー養成研修 ９／２８ １１／８ ７／１２

熱中症予防教育(管理者向け） ５／２７ ５／２６ ６／２１

職長能力向上教育 ４／２１

刈払機取扱い作業者安全衛生
教育 ５／１８

講習等実施計画（支部会場で行う講習等一覧（再掲））

（注）高所作業車、床上操作式クレーン、フォークリフト（11Ｈ）の実技講習は、由布市挾間
町の協会(教習事業部）会場で実施します。
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名 称 就くことのできる業務等

免

許

クレーン運転士免許 つり上げ荷重が５トン以上のクレーン（跨線テルハを除
く。）の運転の業務

移動式クレーン運転士免許 つり上げ荷重が５トン以上の移動式クレーンの運転の業
務

技

能

講

習

車両系建設機械（整地等用）運転技能講
習

機体重量が３トン以上の車両系建設機械で整地・運搬・
積込み用及び掘削用のものの運転（道路上を走行させる
運転を除く。）の業務

車両系建設機械（解体用）運転技能講習 機体重量が３トン以上の車両系建設機械で解体用のもの
の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

不整地運搬車運転技能講習 最大積載量が１トン以上の不整地運搬車の運転の業務

高所作業車運転技能講習 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の
業務

床上操作式クレーン運転技能講習
床上で運転し、かつ、運転をする者が荷の移動とともに
移動する方式のクレーンであって、つり上げ荷重が５ト
ン以上のものの運転の業務

小型移動式クレーン運転技能講習 つり上げ荷重が１トン以上５トン未満の移動式クレーン
の運転の業務

玉掛け技能講習
①つり上げ荷重が１トン以上のクレーン、移動式クレー
ン又はデリックの玉掛けの業務
②制限荷重が１トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務

フォークリフト運転技能講習 最大荷重が１トン以上のフォークリフトの運転（道路上
を走行させる運転を除く。）の業務

ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重が１トン以上のショベルローダー又はフォーク
ローダーの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の
業務

ガス溶接技能講習 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は
加熱の業務

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能
講習

労働安全衛生法施行令別表第６に定める酸素欠乏危険場
所における作業の作業主任者の業務

乾燥設備作業主任者技能講習

①乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が１
立方メートル以上のもの、
②乾燥設備のうち、①の危険物等以外の物に係る設備
で、熱源として燃料（最大消費量が、固体燃料にあっ
ては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎
時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時１立方
メートル以上）を使用するもの又は熱源として電力
（定格消費電力が10キロワット以上）を使用するもの
による物の加熱乾燥の作業の作業主任者の業務

プレス機械作業主任者技能講習 動力プレス機械を５台以上有する事業場の当該機械によ
る作業の作業主任者の業務

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主
任者技能講習

①労働安全衛生法施行令別表第３に定める特定化学物質
を製造し、又は取り扱う作業（試験、研究の取扱を除
く。）の作業主任者の業務
②労働安全衛生法施行令別表第５に定める四アルキル鉛
等業務に係る作業の作業主任者の業務

免許・技能講習・特別教育により就くことのできる業務等一覧（当協会関係のみ）
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技
能
講
習

有機溶剤作業主任者技能講習 屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部等の場所で有機溶
剤を製造し、又は取り扱う作業の作業主任者の業務

鉛作業主任者技能講習
労働安全衛生法施行令別表第４の第１号から第10号に
定める鉛業務（遠隔操作を除く。）に係る作業の作業主
任者の業務

特

別

教

育

クレーン運転業務特別教育 つり上げ荷重が５トン未満のクレーンの運転の業務

小型車両系建設機械（整地等用）運転業
務特別教育

機体重量が３トン未満の車両系建設機械で整地・運搬・
積込み用及び掘削用のものの運転（道路上を走行させる
運転を除く。）の業務

ローラー運転業務特別教育 ローラーの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の
業務

巻上げ機運転業務特別教育
動力により駆動される巻上げ機（電気ホイスト、エヤー
ホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るも
のを除く。）の運転の業務

高所作業車運転業務特別教育 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転の
業務

フォークリフト運転業務特別教育 最大荷重が１トン未満のフォークリフトの運転（道路上
を走行させる運転を除く。）の業務

研削といし取替え等業務特別教育 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

アーク溶接等業務特別教育 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務

酸素欠乏危険作業（第二種）に係る業務
特別教育

労働安全衛生法施行令別表第６に定める酸素欠乏危険場
所における作業に係る業務

動力プレスの金型等の取付け等業務特別
教育

動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部
又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全
囲いの取付け、取り外し又は調整の業務

低圧電気取扱業務特別教育

低圧（直流750ボルト以下、交流600ボルト以下の電
圧をいう。）の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は
配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電
路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

特定粉じん作業に係る業務特別教育
粉じん作業のうち、その粉じん発生源が粉じん障害防止
規則別表第２に定める特定粉じん発生源であるものに係
る業務

廃棄物焼却施設に関する業務特別教育

①廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばい
じん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
②廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん
機等の設備の保守点検等の業務
③廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん
機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及
び焼却炉その他の燃え殻を取り扱う業務

フルハーネス型墜落制止用器具使用作業
に係る業務特別教育

高さが２メートル以上の箇所であって作業床を設けるこ
とが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフル
ハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務
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大分川

至佐賀関→

←別府IC

←至日田、久留米

天神橋

大分IC

十全トンネル
（一社）大分県労働基準協会
（教習事業部・管理部）

別府湾

大分大学
医学部

大分市
歴史資料館

別府大学
大分キャンパス

わさだ
タウン

向ノ原

南大分

西大分

東別府

豊後
国分

賀 来

国道210号線

JR久
大本
線

医大バイパス

JR日豊本線

国道10号線

県道51号
線

賀来神社先
交差点

古野交差点

○文

かんたん交差点

西大分
賀来線

挾間三差路
交差点

金谷迫
交差点

銭瓶峠

机張原

大分インター
入口交差点

県道
51号線

県
道

696号線

東
九
州
自
動
車道

浜脇公園前交差点

富士見が丘団地

●大 分 駅 下 車  バス…大分駅前⑤番のりばより大学病院行に乗車（約30分）
　　　　　　　　　　　　　  （大学病院下車徒歩約２キロ、タクシーあり）

●向ノ原、賀来駅  タクシーあり（約10分）

支部会場で行う講習等の詳しい内容については、担当支部からの案内をご覧ください。

●助成金を利用できます。
助成金制度

●当協会でご紹介もできます。
宿泊先

JRご利用の方

（一社）大分県労働基準協会へのアクセス（一社）大分県労働基準協会へのアクセス

賀来川

←至
210
号線

●別府大学　大分キャンパス

←至赤野

●トキハインダストリー
医大バイパス

●ケアポート川崎
●ファミリーマート●

由布川地域
交流センター

大分大学医学部

拡大図

ローソン●

由布川小学校
●ローソン ○文

石城
小学校
○文

●
デンケン

←至別府、中津
←至別府、中津

浜脇
トンネル
浜脇
トンネル

（一社）大分県労働基準協会
〒879－5515  由布市挾間町三船415－12
TEL 097－583－4686　FAX 097－583－4744教習事業部 協会HP

デンケン地先三叉路交差点デンケン地先三叉路交差点

石城川交差点石城川交差点

（一社）大分県労働基準協会
（教習事業部・管理部）

大分大学医学部側交差点大分大学医学部側交差点

古野交差点古野交差点

浜脇公園前交差点浜脇公園前交差点

銭瓶峠銭瓶峠


