
令和２年度　技能講習・安全衛生教育　実施計画表
              

・玉掛け（※） ・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

開催月 開催地 学　科 実　技 受講料 テキスト代 開催月 開催地 受講料 テキスト代

4月 高知 13日（月）～14日（火） 15日（水）・16日（木） 11,000円 1,980円

5月 高知 18日（月）～19日（火） 20日（水）・21日（木） （10,000円+税） （1,800円+税）

6月 高知 23日（火）～24日（水） 25日（木）・26日（金）

7月 高知 15日（水）～16日（木） 21日（火）・22日（水） (Aコース) ・有機溶剤作業主任者

8月 高知 24日（月）～25日（火） 26日（水）・27日（木） 23,100円 開催月 開催地 受講料 テキスト代

9月 高知 23日（水）～24日（木） 28日（月）・29日（火） （21,000円+税） 1,650円 5月 高知 11,000円 1,980円

10月 四万十市 12日（月）～13日（火） 14日（水）・15日（木） 10月 高知 （10,000円+税） （1,800円+税）

10月 高知 26日（月）～27日（火） 28日（水）・29日（木） (B.Cコース) （1,500円+税）

11月 高知 16日（月）～17日（火） 18日（水）・19日(木） 20,900円 ・ボイラー取扱

11月 須崎 30日（月）～12月1日（火） 3日（木）・4日（金） （19,000円+税） 開催月 開催地 受講料 テキスト代

１２月 安芸 1日（火）～2日（水） 3日（木）・4日（金） 13,200円 2,943円

１月 高知 25日（月）～26日（火） 27日（水）・28日（木） （12,000円+税） （2,676円+税）

２月 高知 15日（月）～16日（火） 17日（水）・18日（木）

※「実技」講習日は、各日程のうちいずれか１日のみ     ※須崎・安芸会場の実技は、「高知」で行います。

※受講区分につきましては、案内書を参考にして下さい。 ・粉じん作業の業務

・小型移動式クレーン運転（※） 会員 非会員

開催月 開催地 学　科 実　技 受講料 テキスト代 6,600円 8,800円 880円

4月 高知 9日（木）～10日（金） 15日（水）・16日（木）・17日（金） （6,000円+税） （8,000円+税） （800円+税）

5月 高知 11日（月）～12日（火） 13日（水）・14日（木）・15日（金）

7月 高知 13日（月）～14日（火） 15日（水）・16日（木）・17日（金） (Aコース) ・自由研削といしの取替等の業務

9月 安芸 1日（火）～2日（水） 3日（木）・4日（金） 30,800円

9月 高知 14日（月）～15日（火） 16日（水）・17日（木）・18日（金） （28,000円+税） 1,705円 会員 非会員

10月 須崎 6日（火）～7日（水） 8日（木）・9日（金） 4月 高知 27日（月） 6,600円 8,800円 1,320円

10月 四万十市 19日（月）～20日（火） 21日（水）・22日（木）・23日（金） (Cコース) （1,550円+税） 11月 高知 9日（月） （6,000円+税） （8,000円+税） （1,200円+税）

11月 高知 24日（火）～25日（水） 26日（木）・27日（金）・30日（月） 28,600円

1月 高知 18日（月）～19日（火） 20日（水）・21日（木）・22日（金） （26,000円+税） ・フルハーネス型墜落制止用器具（実技教育含む）（※）

3月 高知 1日（月）～2日（火） 3日（水）・4日（木）・5日（金）

※受講区分につきましては、案内書を参考にして下さい。 会員 非会員

※クレーンの運転（つり上げ荷重5ｔ未満の天井クレーン等）の業務特別教育とは異なりますので、ご注意ください。 6月 須崎 9日（火）

6月 高知 22日（月） 6,600円 8,800円 990円

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（※） 7月 四万十市 28日（火） （6,000円+税） （8,000円+税） （900円+税）

開催月 開催地 日　　程 受講料 テキスト代 8月 高知 4日（火）

4月 高知 12,650円 2,200円

12月 高知 （11,500円+税） （2,000円+税）

日　　程

7月 高知 6日（月）～7日（火）

技能講習

テキスト代

テキスト代

開催月 開催地

テキスト代

日　程
受講料

開催月 開催地 日　程
受講料

7月 高知 20日（月）

開催月 開催地
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日　　程

日　　程

7日（月）～9日（水）

20日（月）～22日（水）

25日（月）～26日（火）

19日（月）～20日（火）

8月 高知 17日（月）～18日（火）

特別教育

日　程
受講料



・安全管理者選任時研修 ・第１種衛生管理者

会員 非会員 会員 非会員

4月 高知 9,900円 12,100円 1,650円 14,300円 16,500円

12月 高知 （9,000円+税） （11,000円+税） （1,500円+税） （13,000円+税） （15,000円+税） 4,400円

特例　5,500円 特例　7,700円 （4,000円+税）

・安全衛生推進者養成講習 （5,000円+税） （7,000円+税）

・第２種衛生管理者

5月 高知 1,430円

11月 高知 （1,300円+税） 会員 非会員

12,100円 14,300円 3,080円

・危険予知訓練講習 （11,000円+税） （13,000円+税） （2,800円+税）

会員 非会員

7,700円 9,900円 1,045円 ・ボイラー実技

（7,000円+税） （9,000円+税） （950円+税）

・新規雇入れ時安全衛生教育 2,526円

(2,297円+税）

会員 非会員

7,700円 9,900円 880円

(7,000円+税) (9,000円+税) (800円+税)

＊各講習会の詳細につきましては、当連合会のホームページより案内書、申込用紙をダウンロードして、ご確認ください。

・衛生管理者能力向上教育 ＊お申込みは、申込用紙に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。受付は随時行っておりますが、定員に達し次第締め切ります。

＊申込者が少ない場合や予期せぬ災害等により、講習日程を変更または中止する場合がありますので予めご了承ください。

会員 非会員 ＊テキスト代につきましては、テキストの改訂に伴い変更となる場合があります。

9,900円 12,100円

（9,000円+税） （11,000円+税） 2,530円

5,500円 7,700円 （2,300円+税） (※)印の講習につきましては、「建設事業主等に対する助成金」、「人材開発支援助成金」の対象となっています。

（5,000円+税） （7,000円+税） 支給に関する手続き等は、高知労働局職業安定部職業対策課（℡088-885-6052）へお問い合わせ下さい。

その他  国家試験受験準備講習　　

開催月 開催地 日　程
受講料

テキスト代 開催月 開催地 日　程

テキスト代

27日（水）～28日（木） 8,800円

受講料
テキスト代

30日（木）～5月1日（金）

6月 高知
2日（火）～4日（木）

＊特例第１種は4日（木）のみ受講

10日（木）～11日（金）

開催月 開催地 日　程
受講料

テキスト代
11日（水）～12日（木） （8,000円+税）

開催月 開催地 日　程 受講料

5月 高知 7日（木）～8日（金）

開催月 開催地 日　程
受講料

テキスト代

8月 高知 20日（木）

 免許関係

4月 高知 24日（金）

開催月 開催地

開催月 開催地 日　程
受講料

テキスト代
(16,250円+税)

日　程 受講料 テキスト代

10月 高知 12日(月)～14日(水)
17,875円

開催月 開催地 日　程
受講料

テキスト代

8月 高知

第一種 5日（水）～6日（木）

第二種 5日（水）

受講申込方法等

助成金について


