
令和４年度　その他の教育計画一覧表
特別教育日程

足場の組立て等（6時間） 実施場所 受付分会 巻上げ機（ウインチ）運転業務 実施場所 受付分会 フルハーネス型安全帯 実施場所 受付分会
４月　　20日 広島市 支部 ４月　　26日 広島市 広島 ４月　　14日 広島市 支部
５月　　27日 呉市 呉 ５月　　19日 福山市 福山 26日 福山市 福山
６月　　１日 広島市 支部 ７月　　８日 呉市 呉 ５月　　19日 呉市 呉

７日 福山市 福山 ８月　　19日 福山市 福山 24日 広島市 支部
28日 三原市 三原 ９月　　30日 広島市 広島 ６月　　14日 三次市 三次

７月　　25日 広島市 支部 ３月　　２日 福山市 福山 ７月　　１日 広島市 支部
８月　　９日 福山市 福山 15日 尾道市 尾道

30日 三次市 三次 ８月　　10日 三原市 三原
９月　　29日 呉市 呉 ロープ高所作業（学科のみ）実施場所 受付分会 ９月　　１日 広島市 支部
10月　　14日 福山市 福山 ４月　　19日 広島市 支部 10月　　５日 福山市 福山
11月　　15日 尾道市 尾道 ７月　　21日 呉市 呉 18日 三次市 三次
12月　　16日 広島市 支部 ８月　　29日 広島市 支部 11月　　28日 広島市 支部
２月　　14日 広島市 支部 12月　　12日 広島市 支部 12月　　13日 呉市 呉

低圧電気取扱業務 実施場所 受付分会 １月　　25日 広島市 支部
４月　　21日 広島市 広島 自由研削と石取替え等業務 実施場所 受付分会
７月　　28日 広島市 広島 ４月　　22日 福山市 福山
１月　　20日 呉市 呉 ６月　　29日 広島市 広島

８月　　４日 広島市 広島
石綿取扱い作業従事者 実施場所 受付分会 10月　　28日 呉市 呉

７月　　５日 福山市 福山 12月　　２日 福山市 福山
９月　　29日 福山市 福山
11月　　８日 広島市 支部
１月　　12日 福山市 福山

特別教育に準じた教育日程
振動工具取扱作業従事者 実施場所 受付分会 刈払機取扱作業者 実施場所 受付分会 丸のこ取扱い作業従事者 実施場所 受付分会

４月　　25日 三原市 三原 ７月　　６日 福山市 福山 ７月　　21日 福山市 福山
10月　　25日 福山市 福山 ８月　　25日 福山市 福山 ９月　　14日 広島市 支部
11月　　８日 呉市 呉 10月　　17日 福山市 福山

統括・職長等その他の教育日程
現場管理者統括管理 実施場所 受付分会 職長・安全衛生責任者教育 実施場所 受付分会 新 総合工事業者のリスクアセスメント 実施場所 受付分会

６月　　16日 福山市 福山 ５月　　17〜18日 尾道市 尾道 ９月　　12日 広島市 支部
７月　　６日 尾道市 尾道 26〜27日 広島市 広島
８月　　25日 広島市 広島 ６月　　２〜３日 福山市 福山 斜面点検者教育 実施場所 受付分会
９月　　27日 三次市 三次 16〜17日 呉市 呉 ５月　　10日 広島市 支部
11月　　16日 呉市 呉 28〜29日 三次市 三次 ７月　　12日 三次市 三次
12月　　13日 福山市 福山 ７月　　13〜14日 広島市 広島 ９月　　７日 広島市 支部
２月　　16日 広島市 広島 21〜22日 三原市 三原 11月　　11日 呉市 呉

９月　　15〜16日 広島市 広島 １月　　17日 広島市 支部
足 場 能 力 向 上 教 育 実施場所 受付分会 26〜27日 福山市 福山
足場点検実務者研修 11月　　15〜16日 広島市 広島 安 全 衛 生 推 進 者 実施場所 受付分会６月　　30日 広島市 支部 １月　　19〜20日 福山市 福山 能力向上教育（初任時）

10月　　20日 呉市 呉 23〜24日 広島市 広島 ９月　　２日 福山市 福山
11月　　２日 広島市 支部 ２月　　16〜17日 呉市 呉
２月　　22日 広島市 支部 ３月　　７〜８日 広島市 広島 建設工事の職場環境 実施場所 受付分会改善実施担当者講習

足場能力向上教育のみ 実施場所 受付分会 職長・安全衛生責任者 実施場所 受付分会 ７月　　12日 広島市 支部
11月　　18日 福山市 福山 能 力 向 上 教 育

６月　　24日 呉市 呉
熱中症予防指導員・管理者 実施場所 受付分会 ７月　　29日 広島市 支部

５月　　９日 広島市 支部 ９月　　26日 広島市 支部
16日 福山市 福山 11月　　10日 福山市 福山

６月　　６日 広島市 支部 12月　　７日 広島市 支部
28日 福山市 福山 ３月　　10日 呉市 呉

木建解体作業指揮者教育 実施場所 受付分会
11月　　17日 福山市 福山
２月　　２日 福山市 福山

※一定数に満たない場合は中止、または、予定日を変更する場合がありますのでご了承ください。

建設工事に従事する労働者の
� ための安全衛生教育

「建設従事者教育」（６時間）
　＊要請により、随時実施（支部）
　　〈20名様以上〉
※詳しくは、支部にお問い合わせください。



そ の 他 の 教 育 等 の 受 講 料

教　　育　　項　　目 講習時間
受 講 料（円） テキスト代

（円）会　員 非会員

特別教育
巻上げ機（ウインチ）運転業務 ６時間 6,600 7,700 1,050
足場の組立て等特別教育 ６時間 6,600 7,700 810
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 ６時間 8,250 9,350 810
自由研削と石取替等業務 
 〃　　　（実技含む）福山市開催のみ実施

４時間 5,500 6,600 780
６時間（4＋2） 7,700 8,800 780

低圧電気取扱業務 ７時間 7,700 8,800 1,050
石綿取扱い作業従事者 ４時間30分 5,500 6,600 840
のり面ロープ高所作業 （学科のみ） ４時間 5,500 6,600 2,200
特別教育に準じた教育

振動工具取扱作業従事者安全衛生教育 ４時間30分 5,500 6,600 1,250
刈払機取扱作業者安全衛生教育 ５時間 5,500 6,600 2,750
丸のこ等取扱い作業従事者（実技含む） ４時間 5,500 6,600 1,050
その他教育

現場管理者統括管理講習 ７時間 7,700 8,800 1,780
職長・安全衛生責任者教育 14時間 12,100 13,200 2,100
職長・安全衛生責任者能力向上教育 ５時間40分 6,600 7,700 970
新 総合工事業者のためのリスクアセスメント研修 ７時間 9,900 11,000 2,620
安全衛生推進者能力向上教育（初任時） ７時間 7,700 8,800 1,680
足場の組立て等作業主任者能力向上（定期）教育 ７時間 7,700 8,800 1,570
施工管理者等のための足場点検実務者研修 ４時間 5,500 6,600 1,570
斜面の点検者に対する安全教育 ４時間15分 5,500 6,600 2,100
木造建築物の解体工事作業指揮者教育 ６時間 6,600 7,700 1,660
建設工事の職場環境改善実施担当者講習 ６時間 6,600 7,700 4,130
建設業における熱中症予防指導員・管理者研修 ３時間30分 5,500 6,600 2,080
建設従事者教育 ６時間 6,600 1,770

（令和 4年 2月 1日現在）
※上記受講料及びテキスト代には、消費税（10%）が含まれています。
※テキストの価格は変更することがありますのでご了承ください。
※一定数に満たない場合は中止、または、予定日を変更する場合がありますのででご了承ください。
※詳細につきましては、「支部」及び「最寄りの分会」にお問い合わせください。

建設業労働災害防止協会広島県支部　TEL（０８２）２２８ー８２５０ 　https://www.jcosha-hiroshima.jp/


