
（注 この計画は予定であり、詳細は各機関にお問い合せください。数字は開催月、地名は開催地です。）

　

  

　

令 和 ３ 年 度 安 全 衛 生 教 育 等 実 施 計 画 一 覧 表
安全管理者選任時研修･推進者養成講習

衛生推進者養成講習

能力向上教育・安全衛生教育等

木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育

職長能力向上教育（製造業対象）

安全衛生推進者能力向上教育（初任時）

第一種衛生管理者能力向上教育（定期・随時）

車両系建設機械運転業務安全衛生教育

車両系荷役運搬機械等作業指揮者

天井クレーン運転士安全衛生教育

情報機器作業従事者労働衛生教育

雇入時安全衛生教育

ボイラー取扱作業主任者能力向上教育

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育

ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育

斜面の点検者に対する安全教育

建設工事の職場環境改善実施担当者研修

特定化学物質等作業主任者能力向上教育(定期・随時)

有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期・随時)

有機溶剤業務従事者労働衛生教育

　 　 　

セミナー・研修・講習等 機関名 開催月、開催場所

新入者安全衛生教育

現場管理者統括管理講習

ゼロ災運動研究集会

職場のリスクアセスメント

総合工事業者のためのリスクアセスメント教育

施工管理者のための足場点検実務者研修

移動式クレーン定期自主検査者安全教育

天井クレーン定期自主検査者安全教育

積載形クレーン定期自主検査者安全教育

ワイヤロープ取扱い講習

実技講習・実技教習

ボイラー実技講習

クレーン運転実技教習

機関名 開催月、開催場所

安全管理者選任時研修
基準協会 ４．５．７．９．１０．１２．２広島、６．１０．１２．３福山

中災防 毎月１回広島

キャタピラー教習所 ４．６．８．１０．１２．２広島

建災防
２福山

丸のこ等取扱い作業従事者安全教育

建築共同職業訓練 ６広島、１２福山

安全衛生推進者養成講習
基準協会

５～７．９．１１．１２．２．３広島、１０呉、６．１０．１２．３福山、
８三次、９尾道

４．７．８．１０．１２．２広島、７呉、７．１０．１２．３福山

機関名 開催月、開催場所

足場の組立て等作業主任者能力向上教育
建災防 ６．１１．２広島、１０呉、１福山

基準協会 ９広島　※定期・随時

９広島、７．１０福山

山陽クレーン学校 ５．８．１１．２福山

コベルコ教習所 奇数月広島

基準協会
毎月１～２回広島、６．９．２呉、４．６～８．１０．１２～３福山、
４．９三原、６．１１尾道、７三次、８府中、８廿日市

ロイヤル
パワーアップスクール 毎月１回広島、偶数月福山

東広島職業能力 ７．１０．１東広島

職長・ 安全衛生責任者教育

建災防
５．７．９．１１．１．３広島、６．２呉、６．１０．１２福山、３三原、
５尾道、６三次

基準協会
毎月１～２回広島、６．９．２呉、４．６～８．１０．１２～３福山、
４．９三原、６．１１尾道、７三次、８府中、８廿日市

ロイヤル
パワーアップスクール 毎月１回広島、偶数月福山

コベルコ教習所 毎月１回広島

職長教育

中災防 ５．７．１１広島

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
７．１１広島、１２呉、６．１２福山、２廿日市

不定期開催

キャタピラー教習所 ４．６．９．１１．１．３広島

中災防 ４．６．８．１１．２広島

基準協会
６．１０．２広島、５．９．１福山　※定期・随時

９福山

職長・ 安全衛生責任者能力向上教育

コベルコ教習所 ７広島

建災防 ７．９．１２広島、７．３呉、１０福山

中災防

建災防

安全管理者能力向上教育（定期・随時）
９広島

８広島

キャタピラー教習所
不定期開催

陸災防 ５広島、福山

日本クレーン協会
８広島、８福山

４広島、１０福山

基準協会
６．１１広島

振動工具取扱作業従事者安全衛生教育

建災防 １１呉、５．１０福山

コベルコ教習所 奇数月広島

キャタピラー教習所 ５．８．１２広島

玉掛け業務従事者安全衛生教育

基準協会 １０広島、１１福山

日本クレーン協会 １２福山、２広島

キャタピラー教習所 不定期開催

移動式クレーン運転士安全衛生教育
ボイラ・クレーン協会 ９広島

刈払機業務従事者安全衛生教育
(刈払機取扱作業者安全衛生教育）

建災防 ６．８福山

林災防 ４安芸太田町、４～７．９～１１三次市
ロイヤル
パワーアップスクール ４～９．１１．１．３広島、４～８．１１福山

コベルコ教習所 毎月１回広島

山陽クレーン学校

基準協会 ７広島、８福山

東広島職業能力 ５東広島

日本ボイラ協会

１０広島

１１広島

１２広島

５．８．１１．２福山

テクノ教習センター 毎月1回熊野

キャタピラー教習所 ５～９広島

東広島職業能力 ５東広島

危険予知訓練（１日コース） ４．６．８．９．１１．１．３広島、１０呉、５．９．１１．１福山

建災防
５．９．１広島、１１呉、７三次

熱中症予防労働衛生教育
（指導員・管理者用）

５．６広島、５．７福山

キャタピラー教習所 ６～１０広島

コベルコ教習所 ３～１０広島

基準協会

１０広島

９広島

10広島、１０福山

建災防 ８．２広島、１１呉、６．１２福山、７尾道、９三次

基準協会
８広島

６．１０．２広島、８．１福山

建災防
９広島

建災防 １１広島

基準協会

４　広島／呉／福山／府中／廿日市

日本クレーン協会

６広島、１１福山

７広島

３広島

９広島

木建解体作業指揮者教育

揚貨装置運転：港災防水島港湾技能教習所   連絡先　０８６－４５５－２２１０  

移動式クレーン運転実技教習　

随時広島／福山

コベルコ教習所 ５．７．８．１１．１．３広島

山陽クレーン学校 随時福山

機関名 開催月、開催場所

日本ボイラ協会 ５．９．１１．３広島、７．２福山

ロイヤル
パワーアップスクール

随時広島／福山

１１．２福山

キャタピラー教習所 ４．７．１０広島

建災防 ６．１１．２広島、１０呉

機関名 開催月、開催場所

基準協会 ５．９．１広島、１０福山

建災防 ６．１０．３広島、１０呉、４．１０福山

ロイヤル
パワーアップスクール 奇数月広島、偶数月福山

コベルコ教習所 毎月１回広島

キャタピラー教習所 ６．１０．１広島

東広島職業能力 11東広島

基準協会 ７．１１．３広島、８．２福山

ロイヤル
パワーアップスクール 毎月１回広島、奇数月福山

コベルコ教習所 毎月１回広島

テクノ教習センター ５．７．１１．２熊野

キャタピラー教習所 ４．６．８．１０．１２．２広島

東広島職業能力 ６．１１東広島

建災防 ４．８．１２広島、１呉

ロイヤル
パワーアップスクール ４～９．１１．１．３広島、奇数月福山

コベルコ教習所 毎月１回広島

テクノ教習センター ７．９．１１．１．３熊野

キャタピラー教習所 ５．７．９．１１．１．３広島

東広島職業能力 ５．１０東広島

基準協会 ５．８．１１．２広島、６．１０．３福山

林災防 ４安芸太田町、５～７．９～１１三次市

コベルコ教習所 毎月１回広島

キャタピラー教習所 毎月１回広島

東広島職業能力 ５東広島
ロイヤル
パワーアップスクール 毎月１回広島、偶数月福山

コベルコ教習所 毎月２回広島

山陽クレーン学校 ４．７．１０．１福山

テクノ教習センター 毎月1回熊野

キャタピラー教習所 毎月１回広島

コベルコ教習所 偶数月広島

キャタピラー教習所 ５．７．９．１１．１．３広島

建災防 ４福山

コベルコ教習所 偶数月広島

キャタピラー教習所 ８．１２広島

建災防 ４．８．２広島、６呉、５．７．１１福山

コベルコ教習所 毎月１回広島

キャタピラー教習所 ４．７．１０．１広島
ロイヤル
パワーアップスクール 偶数月広島

日本ボイラ協会 10広島、３福山

日本クレーン協会 毎月１回広島、４．７．１１．１福山
ロイヤル
パワーアップスクール 毎月１回広島、５．７～９．１１～３福山

コベルコ教習所 奇数月１回広島　　玉掛けセット講習　毎月１回広島

テクノ教習センター ４．７．１０．２熊野

キャタピラー教習所 不定期開催

東広島職業能力 ４．５．９．１１．１東広島

基準協会 ９広島

コベルコ教習所 偶数月広島

キャタピラー教習所 ４．６．１０．２広島

基準協会 ６．９．１２．３広島、５呉、５．９．２福山、１０尾道

キャタピラー教習所 ４．８．１２広島

コベルコ教習所 奇数月広島

５．８．１１．２広島

９広島

コベルコ教習所 奇数月広島

建災防 １１広島、６．１１福山

キャタピラー教習所 ４．８．１２広島

コベルコ教習所 偶数月広島

建築共同職業訓練 ８広島

建災防 ４．８．１２広島、７呉

コベルコ教習所 毎月１回広島

キャタピラー教習所 ５．７．９．１１．１．３広島

基準協会 ６．１０．１．３広島、８．１２福山

コベルコ教習所 毎月１回広島

キャタピラー教習所 ５．９．１２広島
ロイヤル
パワーアップスクール 偶数月広島／福山

東広島職業能力 ４東広島

建築共同職業訓練 ４広島、１０福山

基準協会 ４．５．７．９．１１．１．３志和、４．６．８．１０．１２．２福山

キャタピラー教習所 ５．７．９．１１．１．３広島

コベルコ教習所 毎月２回広島
ロイヤル
パワーアップスクール 毎月１回広島／福山

テクノ教習センター 毎月1回熊野

東広島職業能力 ５東広島

中災防 ４．６．８．１０～１２．２広島

機関名 開催月、開催場所

第１種 ５．８．１０．１１．１．３広島、１０呉、６．１０．１１．２福山

第２種 ５．８．１０．１１．１．３広島、１０呉、６．１０．１１．２福山

８広島

６．１広島、１０福山

７広島

５．９．１広島

日本クレーン協会 １０広島

特別教育

機械研削と石取替等業務

自由研削と石取替等業務

基準協会
４～７．９～１２．２～３志和、５．７～９．１１．1～３福山、
８三次、８廿日市

基準協会
４．７．９．１１．１．３広島、５志和
４．６．８．９．１１．１．３福山、８三次、１庄原

低圧電気取扱業務

基準協会
４～７．９．１０．１２～３広島、８呉、
４．６．９．１１．１２．２福山

巻上げ機（ウインチ）運転業務

小型ボイラー取扱業務

クレーン運転業務

動力プレス金型等取付け取外し調整業務

アーク溶接等業務

高圧電気取扱業務

小型車両系建設機械（整地等）
運転業務

車両系建設機械
（ローラー）運転業務

高所作業車運転業務

チェーンソーによる伐木等業務

基準協会
５．８．１０．１１．１～３広島、６志和、９呉、
４．５．７～１０．１２．２．３福山

酸素欠乏・硫化水素業務

産業用ロボット（教示・検査）等業務

特定粉じん作業

基準協会

廃棄物焼却施設の業務（ダイオキシン類）

ｸﾚｰﾝ運転士受験準備講習（学科）

衛生管理者受験準備講習

石綿取扱い作業従事者

足場の組立等

基準協会

建災防

一級ﾎﾞｲﾗｰ技士受験準備講習

日本ボイラ協会
二級ﾎﾞｲﾗｰ技士受験準備講習

ボイラー溶接士受験準備講習

ボイラー整備士受験準備講習（学科）

４．６．８．１２．２広島、５．９呉、５．９．１２福山、６三原、
６尾道

建災防
４．５．７．９．１０．１広島、５．１０呉、
４．８．１０．１２．２福山、６．１１三原、
６．１１尾道、６．１０三次

受験準備講習

ロープ高所作業

フルハーネス使用作業

機関名：中国四国安全衛生技術センター（試験協会） 開催場所：福山市

学科試験　開催月 学科試験　開催月

特級ボイラー技士 10 ★揚貨装置運転士 ４．１０

１２

ガス溶接作業主任者 ６．１２

二級ボイラー技士 毎月 林業架線作業主任者 ６

★特別ボイラー溶接士 ８．１ 第一種衛生管理者 毎月

★普通ボイラー溶接士 ８．１ 第二種衛生管理者 毎月

ボイラー整備士 ６．１０．２ 高圧室内作業主任者 １１

 限定なし 毎月 エックス線作業主任者 ７．９．１１．１．３

クレーン限定 毎月 １１

床上運転式限定 ４．１０ ４．７．９．２

限定免許解除 10 ８

８．２

１０

（注）詳細は、試験案内と受験申請書をご覧ください。 ★印のあるものについては、実技試験があります。

★移動式クレーン運転士 ５．７．８．１１．１．３
作業環境測定士（第二種）

労働安全･労働衛生コンサルタント

免許試験の種類 免許試験の種類

一級ボイラー技士 ６．９．１１．１．３
発破技士

★クレーン・
　デリック
　運転士

ガンマ線透過写真撮影作業主任者

潜水士

作業環境測定士（第一種）

機関名：中災防 　　　　　　　　　　　　　　　　開催場所：広島

セミナー・研修等 セミナー・研修等 開催月

総括安全衛生管理者セミナー THP指導者のための実務向上研修 ６．３

経営者・管理者のための安全衛生セミナー　

マネジメントシステムリーダー研修

ⅠＳＯ45001内部監査員研修 KYT研修会（1日間） ５．８．１１．１

安全衛生スタッフ向けリスクアセスメント実務研修 熱中症防止対策セミナー ５

職場リーダー向けリスクアセスメント研修 メンタルヘルス対策に活かす職場環境改善のすすめ方セミナー １０

管理・監督者のための化学物質管理研修 事業場内ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ推進担当者養成研修 ７．１

化学物質リスクアセスメント義務化への対応

SDSの読み解き方＆化学物質リスクアセスメント研修

SDSの読み解き方・活用のポイント 心理相談専門研修（心理相談員養成研修） １０

指差し呼称の定着研修会 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類業務に係る作業指揮者養成研修 ７．１２

作業手順書の作成と活かし方セミナー 非定常作業の実践KYT活動セミナー ６．１１

職場巡「思」・点検セミナー 「危険の見つけ方のコツ」セミナー ９

ヒューマンエラー災害防止対策セミナー 衛生工学衛生管理者（免許資格取得）講習 １

７．１１

８．１２

６

11

６．１１

５．８．１０．２

９

７

６．１２

３

９．２

KYT（危険予知訓練）ﾄﾚｰﾅｰ研修会（2日間） ４～９．１１～３

開催月

２

６ メンタルヘルス対策に活かす管理監督者・職場
リーダーのためのラインケアセミナー

９
９


