令和3年度技能講習・安全衛生教育等実施計画表
実
施
機
関

月

4

〒８４５−００３１
小城市三日月町堀江1721

建設業労働災害防止協会
佐賀県支部
〒８４０−００４１
佐賀市城内2-2-37

陸上貨物運送事業労働災害
防止協会 佐賀県支部
〒８４９−０９２１
佐賀市高木瀬西3-1-20

林業、木材製造業労働災害防止協会
佐賀県支部
〒８４０−００２７
佐賀市本庄町本庄278-4

TEL 0952-37-8277

TEL 0952-26-2779

TEL 0952-30-3456

FAX 0952-37-8278

FAX 0952-26-2789

FAX 0952-31-6441

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

●小型車両系建設機械運転特別教育

<技能講習>

●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

●車両系建設機械（整地等）運転技能講習

●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里・唐津)

●職長・安全衛生責任者教育

●足場の組立て等特別教育

●クレーン運転特別教育（学科）

●小型移動式クレーン運転技能講習

<技能講習> 実施月日：5月

●安全管理者選任時研修

●刈払機取扱い作業者安全教育

●フォークリト運転技能講習
(佐賀・伊万里・武雄)

●玉掛け技能講習

●フルハーネス型特別教育

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

●熱中症予防指導員研修

(一社)佐賀県労働基準協会

<技能講習>

実施月日：4月

〒８４０−００４１
佐賀市城内2-2-37

TEL 0952-23-6181

(一社)日本ボイラ協会
福岡支部
〒８１２−００１３
福岡市博多区祇園町1-28
いちご博多ビル4階
TEL092-710-5225

FAX 0952-29-2187

FAX092-710-7703

佐賀労働局

〒８４９−０９３６
佐賀市鍋島町森田469-1

(公社)建設荷役車両安全
技術協会 佐賀県支部
〒８４９−１３０１
鹿島市常広139-2

キャタピラー九州（株）
佐賀教習センター
〒８４９−０２０２
佐賀市久保田町大字久富2944

〒８４０−０５１４
佐賀市富士町内野442-4

〒８１５−００３２
福岡県福岡市南区塩原４丁目
13番10号

TEL 0952-23-2202

TEL 0952-30-8121

TEL 0954-62-6315

TEL ０９５２-６８-２１３３

TEL 0952-51-0150

TEL 092-５５５-５８２２

FAX 0952-29-2376

FAX 0952-30-8123

FAX 0954-62-6368

FAX ０９５２-６８-２１３５

FAX 0952-63-0088

FAX 092-555-5870

佐賀県石材工業協同組合

佐賀県建設労働組合連合会

<技能講習〉

■計画表の作成時には教育予定が未定
なので空欄としていますが例年6月頃
から、1.刈払機取扱作業者安全衛生教
育、2.伐木作業者安全衛生特別教育、
3.伐木等に係る補講教育等が実施され
ますので、林災防に確認して下さい。

●車両系建設機械（解体用）運転技能講習
（毎月実施）

●締固め用機械（ローラー）運転特別教育
●職長・安全衛生責任者教育

●職長・安全衛生責任者教育

●丸のこ等取扱い作業従事者教育

●玉掛け技能講習

●高所作業車運転技能講習

<技能講習>

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

●職長・安全衛生責任者能力向上教育

●フォークリト運転技能講習
(佐賀・伊万里・武雄)

●高所作業車運転技能講習

●玉掛け技能講習

●はい作業主任者技能講習(佐賀)

●管理監督者・労務担当者講習

●安全衛生推進者初任時教育

●安全衛生推進者養成講習

●低圧電気取扱い業務特別教育

●床上操作式クレーン運転技能講習

●振動工具取扱い作業従事者教育

●研削といし取替業務（自由研削用）特別教育

●不整地運搬車運転技能講習

●職長・安全衛生責任者教育

●施工管理者等のための足場の点検実務者研
修

●クレーン運転特別教育（学科）

●小型移動式クレーン運転技能講習

<技能講習>

●アーク溶接特別教育（学科）

●刈払機取扱い作業者安全教育

●フォークリト運転技能講習
(佐賀・伊万里・武雄)

●玉掛け技能講習

●現場管理者統括管理講習

●第一種衛生管理者受験準備講習

●フルハーネス型特別教育

●床上操作式クレーン運転技能講習

●酸素欠乏・硫化水素特別教育
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●小型移動式クレーン運転技能講習

●小型移動式クレーン運転技能講習
（毎月実施）
●高所作業車運転技能講習
（毎月実施）
●フォークリフト運転技能講習
（毎月実施）

実施月日：7月

●ガス溶接技能講習
（毎月実施）

実施月日：8月

●フォークリト運転技能講習
(佐賀・運転免許なし含む)

●型枠支保工組立て等作業主任者 ●特定自主検査者資格取得研修：フォークリフト
技能講習
（対象：事業内検査者）

●フォークリフト運転技能講習
(伊万里・唐津)

<特別教育>
●小型車両系建設機械（整地等)特別教育
（4, 6, 8, 9月実施）

実施月日：9月

●締固め用機械（ローラー)特別教育
（5, 7月実施）
●小型フォークリフト特別教育
（4, 6月実施）
●自由研削砥石（グラインダ）特別教育
（5, 7月実施）
●クレーン（5t未満）特別教育
（4, 6, 9月実施）

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

●低圧電気取扱い特別教育
（6月実施）

●小型移動式クレーン運転技能講習
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●玉掛け技能講習

●玉掛け技能講習
（毎月実施）

●小型移動式クレーン運転技能講習
(佐賀)

<技能講習>

[ 毎月実施 ]

●不整地運搬車運転技能講習
（毎月実施）

実施月日：6月

●小型移動式クレーン運転技能講習

（一社）福岡経営者
労働福祉協会

●車両系建設機械（整地・運搬・積込、掘削用）運転技 <技能講習>
能講習
●フォークリフト運転技能講習
（毎月実施）

●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里・唐津)
●有機溶剤作業主任者技能講習

(有)富士自動車学校

●低圧電気取扱業務特別教育（学科）

●足場の組立て等作業主任者技能講習

●有機溶剤作業主任者技能講習

●職長・安全衛生責任者教育

<安全衛生教育>

●高所作業車運転技能講習

●車両系建設機械（整地等）運転技能講習

●フォークリフト運転業務従事者安全教育

●職長・安全衛生責任者教育

●地山掘削・土止め支保工作業主任者技能講
●作業指揮者講習
習

●玉掛け技能講習

●斜面の点検者に対する安全教育

●安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

●鋼橋架設等作業主任者技能講習

●積卸し作業指揮者に対する安全教育

●床上操作式クレーン運転技能講習

[随時開催]

●ボイラー実技講習
（佐賀市）

●採石業災害防止安全衛生大会・ ●木造建築物の組立て等作業主任 ●特定自主検査者資格取得研修：締固め
者技能講習
労働災害防止安全対策研修会
（対象：事業内検査者）

●アーク溶接（実技含む）特別教育
（4, 9月実施）
●酸素欠乏危険場所作業（2種）特別教育
（6, 9月実施）
●巻上げ機（ウインチ）特別教育
（7月実施）
●粉じん作業特別教育
（4月実施）
●伐木作業（チェーンソー）特別教育
18時間コース（6, 9月）

●荷役運搬機械等によるはい作業従事者安全
教育

●伐木作業（チェーンソー）【補講】
（6月, 9月）
※上記安全衛生教育については受講希望者が
20名以上であれば個別の実施も対応いたし
ますので、お問い合わせください。
●石綿作業主任者技能講習

●型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

●床上操作式クレーン運転技能講習

●刈払機取扱い作業者安全教育

●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

●クレーン運転特別教育（学科）

●足場の組立て等特別教育
●建設物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能
講習
●フルハーネス型特別教育

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

●職長・安全衛生責任者能力向上教育

●床上操作式クレーン運転技能講習

●車両系建設機械（解体用）運転技能講習

●粉じん作業特別教育
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●石綿取扱い作業従事者特別教育
（7月実施）
●採石のための掘削作業主任者技
能講習会 [（社）日本砕石協会九
州地方本部（於：福岡市）]

●特定自主検査者資格取得研修：高所作業車
（対象：検査業者）

●衛生推進者養成講習（予定）
●フルハーネス型墜落制止用器具作業特別教育
（5, 8月実施）

●実務研修：記録表作成、座学コース
（対象：検査業者及び事業内検査者）

<安全衛生教育>

●ガス溶接技能講習
●研削といし取替業務（自由研削用）特別教育

●丸のこ等取扱い作業従事者安全衛生教育
(5月実施）
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●ゼロ災運動KYTトレーナー研修会

●玉掛け技能講習

●有機溶剤作業主任者技能講習

●高所作業車運転技能講習

●床上操作式クレーン運転技能講習

●不整地運搬車運転技能講習

●玉掛け技能講習

●フルハーネス型特別教育

●職長・安全衛生責任者教育

●締固め用機械（ローラー）運転特別教育

●管理監督者・労務担当者講習

●足場の組立て等作業主任者技能講習

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

休
止
備
考

１

九州安全衛生技術センター（TEL 0942-43-3381）において行う各種受験の受験申請書は佐賀労働局並びに最寄りの労働基準監督署のほか、佐賀県労働基準協会において頒布しております。

２

各種技能講習・安全衛生教育等についての問い合わせ、申し込みはそれぞれの実施機関に連絡して下さい。なお、本計画表は、佐賀労働局ホームページに掲載していますのでご利用ください。

●足場の組立て等作業主任者技能 ●安全教育：クレーン機能付油圧ショベル
講習
（対象：検査業者及び事業内検査者）
●能力向上教育：高所作業車
（対象：検査業者及び事業内検査者）
●能力向上教育：締固め
（対象：検査業者及び事業内検査者）

●刈払機取扱作業安全衛生教育
（7月実施）
●刈払機・振動工具取扱作業安全衛生教育
(5月実施）
●有機溶剤安全衛生教育
（8月実施）

令和3年度技能講習・安全衛生教育等実施計画表
実
施
機
関

月

〒８４５−００３１
小城市三日月町堀江1721

建設業労働災害防止協会
佐賀県支部
〒８４０−００４１
佐賀市城内2-2-37

陸上貨物運送事業労働災害
防止協会 佐賀県支部
〒８４９−０９２１
佐賀市高木瀬西3-1-20

林業、木材製造業労働災害防止協会
佐賀県支部
〒８４０−００２７
佐賀市本庄町本庄278-4

TEL 0952-37-8277

TEL 0952-26-2779

TEL 0952-30-3456

FAX 0952-37-8278

FAX 0952-26-2789

FAX 0952-31-6441

(一社)佐賀県労働基準協会

●職長・安全衛生責任者教育
●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
●第一種衛生管理者受験準備講習

10 ●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

●地山掘削・土止め支保工作業主任者技能講
習
<技能講習> 実施月日：10月
●フォークリト運転技能講習
●小型車両系建設機械運転特別教育
(佐賀・伊万里・唐津)
●車両系建設機械（整地等）運転技能講習
●フルハーネス型特別教育

●荷役運搬機械等によるはい作業従事者安全教育
（佐賀）

<技能講習>

実施月日：11月

〒８４０−００４１
佐賀市城内2-2-37

TEL 0952-23-6181

(一社)日本ボイラ協会
福岡支部
〒８１２−００１３
福岡市博多区祇園町1-28
いちご博多ビル4階
TEL092-710-5225

FAX 0952-29-2187

FAX092-710-7703

■計画表の作成時には教育予定が未定
なので空欄としていますが例年6月頃
から、1.刈払機取扱作業者安全衛生教
育、2.伐木作業者安全衛生特別教育、
3.伐木等に係る補講教育等が実施され
ますので、林災防に確認して下さい

佐賀労働局

〒８４９−０９３６
佐賀市鍋島町森田469-1

(公社)建設荷役車両安全
技術協会 佐賀県支部
〒８４９−１３０１
鹿島市常広139-2

キャタピラー九州（株）
佐賀教習センター
〒８４９−０２０２
佐賀市久保田町大字久富2944

〒８４０−０５１４
佐賀市富士町内野442-4

〒８１５−００３２
福岡県福岡市南区塩原４丁目
13番10号

TEL 0952-23-2202

TEL 0952-30-8121

TEL 0954-62-6315

TEL ０９５２-６８-２１３３

TEL 0952-51-0150

TEL 092-５５５-５８２２

FAX 0952-29-2376

FAX 0952-30-8123

FAX 0954-62-6368

FAX ０９５２-６８-２１３５

FAX 0952-63-0088

佐賀県石材工業協同組合

●採石業務管理者講習会

佐賀県建設労働組合連合会

[ 毎月実施 ]
●特定自主検査者資格取得研修：整地・運搬・積 <技能講習〉
込み〜不整地
●車両系建設機械（整地・運搬・積込、掘削用）運転技
（対象：事業内検査者）
<技能講習>
能講習
（毎月実施）
●フォークリフト運転技能講習
●車両系建設機械（解体用）運転技能講習
（毎月実施）
●玉掛け技能講習

●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里・武雄)
●ショベルローダー等運転技能講習
(佐賀)

●玉掛け技能講習
●安全管理者選任時研修
●小型移動式クレーン運転技能講習

<技能講習>

●施工管理者等のための足場の点検実務者研 ●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里)
修

●有機溶剤作業主任者技能講習

●小型移動式クレーン運転技能講習

●クレーン運転特別教育(学科)

●職場環境改善実施担当者講習

●玉掛け技能講習

●職長・安全衛生責任者教育

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

●足場の組立て等特別教育

●ガス溶接技能講習

●フルハーネス型特別教育

●安全衛生推進者養成講習

●玉掛け技能講習

<技能講習>

●不整地運搬車運転技能講習
（毎月実施）
●玉掛け技能講習
（毎月実施）

実施月日：12月

●高所作業車運転技能講習

●ボイラー取扱技能講習
（佐賀市）

●能力向上教育：フォークリフト
（対象：検査業者及び事業内検査者）

実施月日：1月
●能力向上教育：整地・運搬・積込み〜不整地
（対象：検査業者及び事業内検査者）

●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里・武雄)
●はい作業主任者技能講習(佐賀)

●職長・安全衛生責任者教育

●小型移動式クレーン運転技能講習

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
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●研削といし取替業務（自由研削用）特別教育

●フォークリフト運転技能講習
(佐賀 運転免許なし含む)
●フォークリフト運転技能講習(伊万里
なしを含む)
●小型移動式クレーン運転技能講習
(佐賀)

●伐木作業（チェーンソー）特別教育
18時間コース（11, 1, 3月実施）

●フォークリフト運転業務従事者安全教育
（佐賀）

●伐木作業（チェーンソー）特別教育【補講】
（11, 2月実施）

<技能講習>

●酸素欠乏危険場所作業（2種）特別教育
（11月実施）

実施月日：3月

●クレーン（5ｔ未満）特別教育
（11, 3月実施）
●小型車両系建設機械（整地等）特別教育
（10, 11, 2, 3月実施）

<安全衛生教育>

1

●玉掛け技能講習

●小型フォークリフト特別教育
（10月実施）

[随時開催]

●フォークリフト運転業務従事者安全教育

●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

●作業指揮者講習

●小型移動式クレーン運転技能講習

●安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

●職長・安全衛生責任者教育

●積卸し作業指揮者に対する安全教育

●玉掛け技能講習

●荷役運搬機械等によるはい作業従事者安全
教育

●ボイラー実技講習
（佐賀市）

●締固め用機械（ローラー)特別教育
（10, 1月実施）
●アーク溶接（実技含む）特別教育
（11, 1月実施）
●低圧電気取扱い特別教育
（10月実施）
●石綿取扱い作業従事者特別教育
（10, 3月実施）

●クレーン運転特別教育(学科)
●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

2

●フォークリフト運転技能講習
（毎月実施）

<特別教育>

免許

●玉掛け技能講習

●有機溶剤作業主任者技能講習

●高所作業車運転技能講習
（毎月実施）

実施月日：2月

●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里・武雄・唐津)
●積卸し作業指揮者に対する安全教育（佐
賀）

●アーク溶接特別教育（学科）

●小型移動式クレーン運転技能講習
（毎月実施）

●ガス溶接技能講習
（毎月実施）
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<技能講習>

●低圧電気取扱業務特別教育（学科）

●小型移動式クレーン運転技能講習

●乾燥設備作業主任者技能講習

●玉掛け技能講習

●アーク溶接特別教育（学科）

●足場の組立て等特別教育

●職長・安全衛生責任者教育

●職長・安全衛生責任者教育

※上記安全衛生教育については受講希望者が
20名以上であれば個別の実施も対応いたし
ますので、お問い合わせください。

●巻上げ機（ウインチ）特別教育
（11, 3月実施）
●特定自主検査資格取得研修：フォークリフト
（対象：検査業者）

●粉じん作業特別教育
（10月実施）
●自由研削砥石（グラインダ）特別教育
（10, 2月実施）
●フルハーネス型墜落制止用器具作業特別教育
（10, 1月実施）

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
●玉掛け技能講習

<安全衛生教育>

●高所作業車運転技能講習

●丸のこ等取扱い作業従事者安全衛生教育
（10月実施）

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
●研削といし取替業務（自由研削用）特別教育
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●職長・安全衛生責任者教育
（12月実施）

●クレーン運転特別教育(学科)

●有機溶剤安全衛生教育
（3月実施）

●玉掛け技能講習

休
止
備
考

●刈払機・振動工具取扱作業安全衛生教育
（2月実施）

●有機溶剤作業主任者技能講習

●職長・安全衛生責任者教育

１

九州安全衛生技術センター（TEL ０９４２−４３−３３８１）において行う各種受験の受験申請書は佐賀労働局並びに最寄りの労働基準監督署のほか、佐賀県労働基準協会において配布しております。

２

各種技能講習・安全衛生教育等についての問い合わせ、申込みはそれぞれの実施機関に連絡してください。なお。本計画表は、佐賀労働局ホームページに掲載していますので、ご利用ください。

(有)富士自動車学校

●小型移動式クレーン運転技能講習

（一社）福岡経営者
労働福祉協会

FAX 092-555-5870
●衛生推進者養成講習
（佐賀市）（予定）

