令

和

４

年

度

技

能

講

習

採石のための掘削作業主任者 砕石協会

足場の組立て等作業主任者 基準協会

計

乾燥設備作業主任者

ガス溶接

画

コンクリート橋架設等作業主任者

はい作業主任者

７．２広島、６．１２福山、８尾道

基準協会

４〜６．８．９．１２．２．３広島、７．１０．１１志和、６呉、
４〜８．１０〜１２．１〜３福山、５．１１三原、８三次、
１２庄原

ロイヤル
パワーアップスクール

毎月１回広島、毎月２回福山

コベルコ教習所

毎月１回広島

テクノ教習センター 毎月１回熊野

５．７．９．１２．２広島、６．７．１０．１福山

東広島職業能力

７．１０．１２東広島

基準協会

４．５．６（２回）．９（３回）．１０（２回）．１１．１２．１（２回）．
２（２回）広島、３（予定）宇品、
４．５．７（２回）．８（２回）．１０．１２．３志和、６．９．１２呉、
４（２回）．５（２回）．６（２回）．７（２回）．８（２回）．９．
１０（２回）．１１（２回）．１２．１．２（２回）．３（２回）福山、
４〜６．９．１０三次、７．１１．３土師、６庄原、
６（予定）．１１（予定）大竹

ロイヤル
パワーアップスクール

毎月５回広島、毎月３回福山

コベルコ教習所

毎月３回広島

山陽クレーン学校

毎月２〜３回福山

キャタピラー教習所 ５．７．９．１１．１．３広島

９広島
１１広島、９福山

キャタピラー教習所 ５．８．１０．１２．２広島
建災防

８広島

基準協会

５．８．１０．１２．２広島、６．９．１１．１．３福山、７三次

陸災防

４福山、７．１広島

フォークリフト運転

テクノ教習センター 毎月２〜４回熊野
備南クレーン学校

キャタピラー教習所 ６．９．１広島

船内荷役作業主任者

港災防

８広島

建災防

８広島、１福山

木造建築物の組立て等
キャタピラー教習所 ４．６．８．１１．２広島
作業主任者
建築共同職業訓練 ９広島
化学一圧取扱作業主任者
普通一圧取扱作業主任者

日本ボイラ協会

特定化学物質及び四アル 基準協会
キル鉛等作業主任者

ロイヤル
パワーアップスクール

１０広島、２福山
４．６〜１１．１．３広島、４．１０呉、
４．５（２回）．６〜１２．１〜３福山、６．１２．２大竹

有機溶剤作業主任者

４．６（２回）．７．８．１０〜１２．１〜３広島、１０呉、
４〜６．７（２回）．８〜１２．１〜３福山、６．７．１１三次、
３大竹

石綿作業主任者

ロイヤル
パワーアップスクール

４．６〜８．１０〜１２．２．３広島

基準協会

４．６．８．１０．１２．２広島、４．６．８．１１福山

建災防

５．２広島

酸素欠乏・硫化水素危
険作業主任者
基準協会

床上操作式クレーン運転

東広島職業能力

４．６（２回）．７．８．９（２回）．１０〜１２．１〜３広島、
７．１２呉、４．５（２回）．６．７（２回）．８〜１２．１〜３福山、
４．８．１．３大竹

ショベルローダー等運転

車両系建設機械運転
（整地・運搬・積込み用、
掘削用）

日本クレーン協会

８．１１．２広島、９．１０．２福山
毎月１回広島／福山

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

６．９．１２．３福山

ロイヤル
パワーアップスクール

毎月１回広島／福山

コベルコ教習所

毎月３回広島

テクノ教習センター 毎月１回熊野

車両系建設機械運転
（解体用）

不整地運搬車（積載１トン以上）

高所作業車運転

ロイヤル
パワーアップスクール

毎月２回広島、毎月１回福山

コベルコ教習所

毎月２回広島

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２回広島
毎月２回広島

基準協会

５．７．９．１１．１．３広島、６呉、５．６．８．９．１２．２福山、
９三次、８土師

ロイヤル
パワーアップスクール

毎月３回広島、毎月２回福山

コベルコ教習所

毎月３回広島

山陽クレーン学校

２ヶ月に１〜２回福山

テクノ教習センター 毎月１回熊野
アイチ研修センター 毎月開催 東広島
備南クレーン学校

４〜６．８〜１２．１．２福山

キャタピラー教習所 ４．５．７〜１２．１〜３広島

基準協会

テクノ教習センター ４．７．１０．２熊野
キャタピラー教習所 ７．１０．１広島

小型移動式クレーン運転

偶数月１回広島

山陽クレーン学校

キャタピラー教習所 毎月２回広島

５．１１．１広島、５．１１呉、
４．５．６（２回）．７．８（２回）．９〜１２．１〜３福山、
４．６〜１０．１２．２．３志和、６府中、７．２尾道

ロイヤル
パワーアップスクール

毎月1回東広島

廿日市自動車学校 毎月１〜２回廿日市

毎月１回広島
６．１１広島、７．２福山

毎月2回福山

キャタピラー教習所 毎月２回広島

９広島

鉛作業主任者
基準協会

開催月、開催場所

４．７．１０．１２．３広島、８呉、５．７．１１．２福山、９三原、
６尾道

６．１広島、８福山
建築物等の鉄骨の組立 建災防
て等作業主任者
キャタピラー教習所 ５．７．９．１１．１．３広島

コンクリート造の工作物
の解体等作業主任者

表

基準協会

建築共同職業訓練 ７広島

建災防

覧

機 関 名

キャタピラー教習所 ４．６．８．１０．１２．２広島

鋼橋架設等作業主任者

一

http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

技能講習

９広島

７．１０．１広島、１１呉、６福山、８三次
型枠支保工の組立て等 建災防
作業主任者
キャタピラー教習所 ４．７．１０．１２．３広島
建災防

施

広島労働局

（注：この計画は予定です。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。）
技能講習
機
関
名
開 催 月 、 開 催 場 所

６．１０．２広島、５呉、７福山、４三次
地山の掘削及び土止め支保 建災防
工の組立て等作業主任者
キャタピラー教習所 ５．７．９．１１．１．３広島

実

４．７．９．１２．１（２回）広島、１１宇品、５（２回）．
６（２回）．７〜９．１０（２回）．１１．１２．２．３志和、
７．１１呉、４（２回）．５（２回）．６．７（２回）．
８．９（２回）．１０〜１２．１〜３福山、４．６．１０三次、
５．９土師、７府中、７．１０．１２尾道、２（予定）大竹

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５回広島、毎月３回福山

基準協会

１２広島、３（予定）宇品、４．６．８．１０志和、８呉、
６．９．１１．２福山、５．９三次、１１土師

コベルコ教習所

毎月３回広島

日本クレーン協会

４．７．９．１２．１．３広島、８．９．１２．３福山、９三次

山陽クレーン学校

２ヶ月に１〜２回福山

ロイヤル
パワーアップスクール

毎月２回広島／福山

テクノ教習センター 毎月２回熊野

コベルコ教習所

毎月３回広島

キャタピラー教習所 毎月２回広島

山陽クレーン学校

２ヶ月に１〜２回福山

アイチ研修センター ３ヶ月毎に１回東広島

玉掛け

テクノ教習センター 毎月1回熊野

東広島職業能力

４．５（２回）．９．１１．１東広島

アイチ研修センター ３ヶ月毎に１回東広島

備南クレーン学校

毎月1回福山

キャタピラー教習所 毎月２回広島

日本ボイラ協会

１０広島、２福山

備南クレーン学校
木材加工用機械作業主任者 基準協会

毎月1回福山
１１広島、１０福山

問 合 せ 先
（公社）広島県労働基準協会（基準協会）
〒730-0012 広島市中区上八丁堀８−２３林業ビル８階
電話 ０８２−２２１−０７２５ ＦＡＸ ０８２−２２１−０７３７

ボイラー取扱

ボイラ・クレーン協会 ６広島

プレス機械作業主任者 基準協会

問 合 せ 先
中央労働災害防止協会（中災防）
中国四国安全衛生サービスセンター
〒733-0003 広島市西区三篠町３−２５−３０
福山教習所 福山市瀬戸町山北１−１
電話０８４−９４９ー２０３３
電話 ０８２−２３８−４７０７ ＦＡＸ ０８２−２３８−４７１６
志和教習所 東広島市志和町七条椛坂10493-250 電話０８２−２２１−０７２５ （公財）安全衛生技術試験協会（試験協会）
最寄りの労働基準協会支部
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955 福山市新涯町２−２９−３６
広島中央 ℡ 082−228−5475 呉
℡ 0823−22−1359
電話 ０８４−９５４−４６６１ ＦＡＸ ０８４−９５４−４８０４
福山
℡ 084−949−2022 三原 ℡ 0848−64−7600
尾道
℡ 0848−22−3432 三次 ℡ 0824−62−3945
（一社）日本ボイラ協会広島支部
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-8 NEXT鉄砲町ビル３階
広島北
℡ 082−814−2354 府中 ℡ 0847−45−5012
電話 ０８２−２２８−４６６０ ＦＡＸ ０８２−９６２−４８７６
廿日市
℡ 0829−32−3851
（一社）日本クレーン協会西中四国支部
建設業労働災害防止協会広島県支部（建災防）
〒730-0012 広島市中区上八丁堀８−１０ クロスタワー２階
〒733-0036 広島市西区観音新町1-20-24 リョーコー・センタービル4階
電話 ０８２−２２８−８２５０ FAX ０８２−２１１−３４９９
電話 ０８２−２０８−１８８１ ＦＡＸ ０８２−２０８−１８８５
最寄りの建災防広島県支部各分会
（公社）ボイラ・クレーン安全協会広島事務所 （ボイラ・クレーン協会）
広島分会 ℡ 082−228−8252 呉分会
℡ 0823−22−6886 〒732-0819 広島市南区段原山崎３丁目２−２５ 段原ヤマガタビル２０１
電話 ０８２−５１０−００１５ ＦＡＸ ０８２−５１０−００１６
福山分会 ℡ 084−924−4320 三原分会 ℡ 0848−63−9920
尾道分会 ℡ 0848−22−8918 三次分会 ℡ 0824−62−4391 （一社）日本ボイラ整備据付協会広島支部（整備据付協会）
〒730−0003 広島市中区白島九軒町９−９
廿日市分会 ℡ 0829−31−0196
林業・木材製造業労働災害防止協会広島県支部（林災防）
電話０８２−２１１−２５３９
〒730-0017 広島市中区鉄砲町４−１ 広島県土地改良館３階
（一社）日本砕石協会広島県支部（砕石協会）
〒730-0013 広島市中区八丁堀３−１２ 砂原ビル５０１
（県森連内）
電話 ０８２−２２８−５１１１ ＦＡＸ ０８２−２２３−５２８３
電話 ０８２−２２８−２６７１ ＦＡＸ ０８２−２２８−２６７４
問合せは広島県支部へお願いします
（一社）広島建築共同職業訓練協会（建築共同職業訓練）
陸上貨物運送事業労働災害防止協会広島県支部（陸災防）
〒733-0013 広島市西区横川新町８−１２
〒732-0052 広島市東区光町２丁目１−１８ 広島県トラック協会内
電話 ０８２−２９２−７７９８
電話 ０８２−２６４−１５０１ ＦＡＸ ０８２−２６１−２４９６
職業訓練法人 東広島地域職業能力開発協会
港湾貨物運送事業労働災害防止協会中国総支部（港災防）
東広島地域職業訓練センター
〒734-0011 広島市南区宇品海岸２丁目２３−２５
〒739-0152 東広島市八本松町吉川５７８２−５８
電話 ０８２−２５５−０７５５ ＦＡＸ ０８２−２５１−７７５１
電話 ０８２−４２９−０８１０ FAX ０８２−４２９−１８０６

６．１２広島、９．１福山

問 合 せ 先
キャタピラー教習所(株)広島教習センター
〒738-0021 廿日市市木材港北８−６４
電話 ０８２９−３４−３０１１
(株)ロイヤルコーポレーション（ロイヤルパワーアップスクール）
広島校 〒736-0082広島市安芸区船越南４−８−３０
電話 ０８２−８２２−４６７８
福山校 〒729-0104福山市松永町４−１５−８３
電話 ０８４−９３３−４５９０
コベルコ教習所(株)広島教習センター
〒731-3167 広島市安佐南区大塚西１−５−３６
電話 ０８２−８４８−００８８ FAX ０８２−８４８−３４９９
(株)山陽自動車学校（山陽クレーン学校）
〒721-0971 福山市蔵王町３８１５
電話 ０８４−９４６−５８３７
(株)テクノ自動車学校(テクノ教習センター)
〒731-4213 安芸郡熊野町５６４０−１
電話 ０８２−８５４−４０００ FAX ０８２−８５４−９４６６
(株)備南自動車学校（備南クレーン学校）
〒729-0115 福山市南今津町１５３番地
電話 ０８４−９３３−２７５２
黒井産業(株)（廿日市自動車学校）
〒738-0014 廿日市市住吉２−８−１
電話 ０８２９−３４−４２９０
(株)アイチコーポレーション
アイチ研修センター 東広島教習所
〒739-0151 東広島市八本松町原１０８５２−５７
電話 ０８２−４２０−９６２８ FAX ０８２−４２０−９６４３

