
令和２年度(2020年度)　技能講習、安全教育

３月開催　　　　　申込み先は西尾労働基準協会へ(TEL/FAX 0563-56-0244)　　受講料はスケジュール内で確認ください

１．対象 作業主任者 オペレータ、監督者でもOK 新入者
２．開催日　他 座学２日　　定員４０名 座学１日　　定員２０名 座学１日　　定員４０名/日
　 【学科】２０２１年３月４日(木) 【学科】２０２１年３月１２日(金) 【学科】２０２１年３月２６日(金)

　　 　　２０２１年３月５日(金) 　　 　　２０２１年１月２２日(金)　 　 　 　　又は　　１月２９日(金)　　 　
８：３０受付開始　９：００開講 ８：３０受付開始　９：００開講 ８：３０受付開始　９：００開講

３．会場 西尾市文化会館　３０２会議室 西尾市文化会館３０１会議室 西尾市文化会館　３０２会議室
　 ４．備考 　　ー

年間スケジュール この受講修了証の提示が必要です。
月　　度 2020年 2021年

　 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
　 11学 3学
　  15,16 10,11
　 17,18 12,13
　 23,24 17,18
　 26,27 21,22

 

円

第５９条 15,16  21，22 会員 17,100 円

３項 17 23 非会員 22,100 円

第５９条 会員 10,900 円

３項 非会員 15,900 円

第５９条 　 　 16 会員 8,800 円

３項他 非会員 13,800 円

第１２条 　 19，20 会員 18,630 円

２項 非会員 23,630 円

会員 19,600 円

非会員 24,600 円

会員 15,200 円

非会員 22,200 円

会員 7,920 円
非会員 12,920 円

◆色付けの教育は、愛知労働局の安全方針『危なさと向き合おうAction１００　in愛知』『作業を知ろう Action１００』に沿った内容です
◆玉掛技能講習及びクレーン運転特別教育は　クレーン協会主催半田教習センターに変更ですが、申し込みは西尾労働基準協会で受け付けます

西尾会場 令和3年1月1日

技能
講習

対象
労働安全
衛生法

受講料  （テキスト代・
備考

法改正で必須となった国家資格です
アンケートに協力頂き新設した講習会

昼食代・消費税含む）

フォークリフト　３１Ｈ
（県協主催） 4日 従事者 第６１条 30,050 円

学科日のみ
昼食 1日分あ
り

ガス溶接作業（県協主催） 2日 従事者 第６１条
10学
12

19学
20実 11,680 円

学科日のみ
昼食 1日分あ
り

特定化学物質及び四アルキル鉛等 2日 監督者 第１４条 14,15 ４，５ 12,580
受講8800 テ1980 食1800

昼食 2日分あ
り

　

特
別
教
育

アーク溶接 3日 従事者
学科日のみ
昼食 1日分あ
り

自由研削といし 1日 従事者 13 昼食あり

12

安全
教育

座学１日コース   *実技は別研修

新設・異常処置/RA教育
1日 従事者

管理者
50名以上

第１１条
28 又
は29

昼食あり

新設・安全衛生推進者養成講習 2日 管理者
10～49名

2日間昼食あり

安全管理者選任時研修会 1日

4,5

昼食あり

職長・現場監督者安全衛生教育 2日 監督者 第６０条

雇入時（新入者）安全衛生教育 1日 新入者 第５９条 26 昼食あり

特定化学物質及び
四アルキル鉛等

作業主任者　2/6回目

新設・異常処置/
RA教育

雇入時（新入者）
安全衛生教育

愛知労働局方針・危なさと向き合おうin愛
知を全階層に展開する為に新設

2日間昼食あり

コロナ禍の為

上期の講習・教育は

中止

延期

延期

延期

中止

満席



期　　　日 会　　　場 期　　　日 会　　　場

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習会(刈谷) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習会(刈谷)

３月１，２日 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ 11,780 円 ３月１５，１６日 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ 11,780 円

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習会(刈谷) 有機溶剤作業主任者技能講習会(刈谷)

３月２９，３０日 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ 11,780 円 ３月１，２日 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ 11,780 円

安全衛生推進者養成講習(刈谷） 自由研削といしの取替調整特別教育

３月８，９日 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ 17,830 円 3月10日 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ 会員 10,800 円

非会員 13,800 円

低圧電気取扱い特別教育講習会(刈谷) 職長等安全衛生教育講習会(刈谷)

（学科）３月１１日 刈谷商工会議所 会員 16,000 円 ３月１７，１８日 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ 会員 14,000 円

（実技）３月１２日 　　　　　　　〃 非会員 19,000 円 非会員 17,000 円

動力プレス金型等取付取外し調整に係る特別教育(刈谷)

（学科）３月２２日 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ 会員 14,200 円

（実技）３月２３日 ㈱豊田自動織機技術技能ﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ非ー会員 17,200 円

※　西三河４協会(刈谷・豊田・岡崎・西尾)にて開催する各種講習会については該当協会の会員と同等に受講できますので、

　　受講を希望される方は当協会にて受付けします。お気軽にお申込み下さい。

会　費　等会　費　等

西三河協会(刈谷・豊田・岡崎)関係

満席

満席

満席

満席

満席

満席



期　　　　　日 会　　　　場 　会  費  等 期　　　　　日 会　　　　場 　会  費  等

　フォークリフト３１Ｈコース技能講習 有機溶剤作業主任者技能講習

（学科）3月3日 ポーラ名古屋ビル 3月1・2日 ポーラ名古屋ビル

（実技）3月4・5・8日 ㈱ＮＳＢ東海 3月17・18日 〃

（学科）3月3日 ポーラ名古屋ビル 特化物及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

（実技）3月4・5・8日 トヨタL＆F白金 3月8・9日 ポーラ名古屋ビル

（学科）3月3日 ポーラ名古屋ビル 3月15・16日 〃

（実技）3月9・10・11日 ㈱ＮＳＢ東海 プレス機械作業主任者技能講習

（学科）3月11日 ㈱ＮＳＢ東海 3月17・18日 ポーラ名古屋ビル   会費 　10,340円

（実技）3月12・15・16日 〃 乾燥設備作業主任者技能講習

（学科）3月11日 ㈱ＮＳＢ東海 3月4・5日 ポーラ名古屋ビル

（実技）3月17・18・19日 〃 3月8・9日 〃

ガス溶接技能講習 石綿作業主任者技能講習

（学科）3月10日 ポーラ名古屋ビル 3月3・4日 ポーラ名古屋ビル  会費　 10,780円

（実技）3月13日 トヨタ教育センター 　ショベルローダー等運転技能講習

酸欠・硫化水素危険作業主任者技能講習 （学科）3月1日 ポリテクセンター

（学科）3月10・11日 ポーラ名古屋ビル （実技）3月2・3・4日 〃

（実技）3月12日 〃 （学科）3月1日 ポリテクセンター

（学科）3月17・18日 ポーラ名古屋ビル （実技）3月5・8・9日 〃

（実技）3月19日 〃

（学科）3月9・10日 豊和工業㈱厚生会館

（実技）3月13日 ポーラ名古屋ビル

※講習会を受講希望の方は、西尾労働基準協会へお問い合わせ下さい。

愛　知　労　働　基　準　協　会　各　種　講　習　会　の　ご　案　内 

会費　10,780円

会費　 29,150円

会費　14,300円

 会費　10,780円

 会費 　10,340円

会費　51,370円

会費　10,780円



期　　　　　日 会　　　　場 　会  費  等 期　　　　　日 会　　　　場 　会  費  等

フルハーネス特別教育    局所排気装置自主検査者講習

3月5日 ポーラ名古屋ビル 会費　11,175円 （学科）3月8・9日 　　ポーラ名古屋ビル

  低圧電気取扱業務特別教育     (実技）3月10or11日 〃

（学科）3月1日 ポーラ名古屋ビル 安全管理者選任時研修会

（実技）3月2日 〃 　　3月15・16日 　　ポーラ名古屋ビル 会費　20,240円

（学科）3月15日 ポーラ名古屋ビル 衛生管理者（一種）

（実技）3月16日 〃 　（勉強会）3月2・3・4・5日 ポーラ名古屋ビル 会費　28,600円

（試験日）毎月実施 中部安全衛生技術センター 手数料　6,800円

※講習会を受講希望の方は、西尾労働基準協会へお問い合わせ下さい。

愛　知　労　働　基　準　協　会　各　種　講　習　会　の　ご　案　内 

 会費　 60,170円

会費　23,815円


