
◆　 技能講習

会　員 一　般

会員
12, 350
一般

12, 650

会　員 一　般

　７月8日（金） ～ 　７月9日（土） 学科
免除なし

　玉掛け技能講習 　７月10日（日） 実技 会員

  11月23日（水） ～　　11月2４日（木） 学科 　免除なし 　会員価格
24, 250

　 受講料の免除あり   11月2７日（日） 実技 1,150円　 一般24, 750

　 ✤クレーン等運転免許所持者
免除あり

　 ✤   　　〃　　　　　技能講習修了者 1,650円　 会員

　免除あり 22, 050

一般
22, 550

◆　 特別教育

会　員 一　般

グラインダ取替等業務特別教育
　　（ 研 削 と い し ）

　7月  １３日（水） ８，３６０円　 １０，５６０円　 1,320円　 会員  9, 680
一般 11, 880

低圧電気取扱業務特別教育（学科のみ） 　６月 ３日（金） ７，２６０円　 ９，４６０円　 770円　
会員 8, 030
一般 10, 230

粉じん作業特別教育 　７月7日（木） ７，２６０円　 ９，４６０円　 ８８０円　
会員  8, 140
一般 10, 340

足場の組立て等作業特別教育 　７月27日（水）　 ７，２６０円　 ９，４６０円　 　　　815円
会員  8, 075
一般 10, 275

巻き上げ機（ウインチ）運転特別教
育
          【学科のみ】

　９月3日（土） ７，２６０円　 ９，４６０円　 　１,１７０円 会員  8, 430
一般 10, 630

アーク溶接特別教育【学科のみ】 １２月　3日（土） ～ １２月4日（日） ８，３６０円　 １０，５６０円　 1,210円
会員  9, 570
一般 11, 770

フルハーネス型墜落制止用器具
特別教育（実技あり） ６月　１日（水） ８，３６０円　 １０，５６０円　 ９９0円 会員  9, 350

一般 11, 550

◆　 安全教育

講　習　名 開催月日 受講料（税込10%）
テキスト代

（税込10%）
合計

会　員 一　般

安全衛生推進者養成講習 　６月23日（木） ～ 　６月24日（金） １０，５６０円　 １０，５６０円　
会員
４３０円

会員  10, 990

一般
１，４３０円 一般 11, 990

刈払機取扱作業者安全衛生教育 　　５月　２８日（土） ８，３６０円　 １０，５６０円　 ２,７５0円　
会員  11, 110
一般 13, 310

　職長教育・安全衛生責任者教育 　８月２６日（金） ～ ８月２７日（土）

１３，２０0円　 １５，４００円　 ２,２０0円　

１３，２０0円　 １５，４００円　 1，540円　

２,４２０円　 ３,０８０円　 ６６０円　

KYT(危険予知訓練）研修会
１日コース

　　１０月　１３日（木） １４，５２０円　 １６，７２０円　 受講料に含む
会員  14, 520
一般 16, 720

✤　 受講申込者が１ ５ 名未満の場合は、 講習を 中止する 場合があり ます。 予めご了承下さ い。

✤　 講習開催日及び会場は、 都合によ り 変更する こ と も あり ますのでご確認下さ い。

✤　 申込み受付は １ ヶ 月前を 予定し ており ます。  詳し く は当協会までお早めにお問い

　 　 合わせ下さ い。
✤　 長崎県労働基準協会のＨ Ｐ よ り 案内・ 申込書を ダウン ロ ード でき ます。

※　 テキスト 改訂によ り 価格が変更になる こ と があり ます。

職長教育のみ受講

安全衛生責任者教育のみ受講

職長のみ
会員 14, 740
一般 16, 940

安責者のみ
会員  3, 080
一般   3, 740

会員 10, 065
一般 12, 265

２０，９００円　

講　習　名 開催月日
受講料（税込10%）

テキスト代
（税込10%）

合計

クレーンの運転業務特別教育
　　　 【学科のみ】

　 ６ 月 17日（ 金） 　 ８，３６０円　 １０，５６０円　 1,705円　

合計

　 ガス溶接技能講習 　9月10日（土） ～ 9月11日（日） １１,７７０円

職長・安全衛生責任者の両方受講 両方
会員 15, 400
一般 17, 600

２３，１００円

講　習　名 開催月日
受講料（税込10%）

テキスト代
（税込10%）

講　習　名 開催月日
受講料（税込１０%） テキスト代

（税込10%）
合計

令和4年度技能講習・安全衛生教育実施計画表

一般社団法人

長崎県労働基準協会 北松

支部
〒859-4501

松浦市志佐町浦免１５１６－２

TEL 0956-59-8312

会員価格

580円

880円

長崎県労働基準協会 検索
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