平成29年度 安全衛生教育等実施計画（４月〜７月）
【※注意：計画を変更することもありますので、あらかじめ各実施機関に電話照会して下さい】
◎技能講習・実技講習(法14,61条)

○特別教育(法59条)

□安全衛生教育(法60条,60条の2)

４月
◎特定化学物質及び四ｱﾙｷﾙ鉛等作業主任者

(一社)山梨県労働基準協会
△安全管理者選任時研修
連 合 会
甲府市北口2‑15‑1
Tel 055(251)6626
Fax 055(251)6615

△衛生推進者養成講習
△新入者安全衛生教育

☆能力向上教育(法19条の2)

△その他の講習・研修等

５月
◎有機溶剤作業主任者
○低圧電気取扱

６月
◎酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

○酸素欠乏危険作業

○研削といしの取替え等業務(自由研削) □職長教育

陸上貨物運送事業労働
災害防止協会 山梨県支部
笛吹市石和町唐柏1000‑7
Tel 055(262)5562
Fax 055(263)2036
林業・木材製造業労働災害
防止協会 山梨県支部
甲府市徳行4‑11‑20
Tel 055(228)0821
Fax 055(222)7703
(一社)日本ﾎﾞｲﾗ協会
山梨支部
山梨市中村834‑5
Tel 0553(20)1380
Fax 0553(20)1381

（公社）ﾎﾞｲﾗ･ｸﾚｰﾝ
安全協会 甲信事務所

○ロープ高所作業
○足場の組立て等業務（短縮）

○足場の組立て等業務（短縮）

△衛生管理者受験準備講習（模擬試験）

◎フォークリフト運転(1t以上)

甲州市勝沼町菱山3899‑2
Tel 0553(44)1215
Fax 0553(44)0131

◎鋼橋架設等作業主任者
◎建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

□玉掛業務従事者(再教育)
□職長・安全衛生責任者(ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ)

△足場点検実務者

△丸のこ等取扱い作業

△斜面点検者

△OHSMS構築講習会(マネジメントシステム)

△熱中症予防（指導員）

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

○チェーンソー特別教育 4/13,14 ○チェーンソー特別教育 5/11,12 ○チェーンソー特別教育 6/15,16
□刈払機取扱作業者 4/17
□刈払機取扱作業者 5/15
○車両系林業機械(学科) 6/19,23
○車両系林業機械(実技) 6/20,26,27

□刈払機取扱作業者 6/12
◎小規模ボイラー取扱 4/22〜23

◎玉掛け 4/20,21,23

◎ボイラー実技講習 6/3〜4,5

◎玉掛け 5/11,12,14

◎小型移動式クレーン運転 4/13〜15 ◎床上操作式クレーン運転 5/25〜27(28)

南アルプス市下今諏訪610‑9 ○クレーン運転(5t未満) 4/28,29
Tel 055(287)9511
Fax 055(287)9512
(一社)山梨県鉄構溶接協会
○アーク溶接 5/25〜27
甲府市大津町317‑2
Tel 055(241)2674
Fax 055(241)2731
◎フォークリフト運転(1t以上)
(公社)建設荷役車両安全
技術協会 山梨県支部
昭和町清水新居1602
Tel 055(226)3558
Fax 055(226)3631

山梨労働安全衛生
教育センター

○足場の組立て等業務（短縮）

△新総合工事のためのリスクアセスメント □車両系建設機械運転従事者(再教育)

☆足場の組立て等作業主任者(再教育)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎有機溶剤作業主任者
◎乾燥設備作業主任者

△安全衛生推進者養成講習
△衛生管理者受験準備講習(第一種) △衛生管理者受験準備講習(第二種)
△化学物質のリスクアセスメント △リスクアセスメント実務研修
△KYTリーダー養成講習

◎車両系建設機械（整地等）運転 ◎高所作業車運転(10m以上)
建設業労働災害防止協会 ◎足場の組立て等作業主任者
◎地山掘削及び土止め支保工作業主任者 ◎小型移動式クレーン運転
◎玉掛け
山梨県支部
○締固め用機械運転
○小型車両系建設機械(整地等)運転 ○ロープ高所作業

甲府市丸の内1‑13‑7
山梨県建設会館2階
Tel 055(221)8810
Fax 055(228)8882

（平成29年2月現在）
７月

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎車両系建設機械(解体用)運転
◎はい作業主任者 ◎玉掛け
◎高所作業車運転(10m以上)
◎小型移動式クレーン運転
◎ガス溶接 ○締固め用機械運転

○クレーン運転(5t未満)
○低圧電気取扱
○アーク溶接
◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎小型移動式クレーン運転
◎玉掛け
○研削といしの取替え等業務
□刈払機取扱作業者
□木造建築物解体工事作業指揮者
△安全管理者選任時研修

◎玉掛け 6/1,2,4、6/26,27,28

◎玉掛け (6ヶ月以上の補助業務経験者)

7/12〜14
○クレーン運転(5t未満) 6/23,24 ◎床上操作式クレーン運転 7/20〜22(23)
□移動式クレーン運転士 6/17
◎玉掛け 7/27,28,30

◎小型移動式クレーン運転 6/14〜16

◎ガス溶接 6/15,16

○アーク溶接 7/20〜22
△ガス溶接作業主任者受験準備講習会

7/19
☆特定自主検査者能力向上

◎フォークリフト運転(1t以上)

（締固め用機械） ☆特定自主検査者能力向上
（フォークリフト）

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎車両系建設機械(解体用)運転
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10m以上)
◎はい作業主任者
◎玉掛け
◎ガス溶接
○アーク溶接

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎小型移動式クレーン運転
◎玉掛け
◎車両系建設機械(整地等)運転
○クレーン運転(5t未満)
○低圧電気取扱
□職長教育
△安全管理者選任時研修

△振動工具(チェーンソー以外)取扱作業者

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転 ◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転 ◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転 ◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転

㈱日立建機教習センタ
山梨教習所

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
○締固め用機械運転

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
◎不整地運搬車運転

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
◎不整地運搬車運転

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
◎不整地運搬車運転

○小型車両系建設機械(整地等)運転 ○小型車両系建設機械(整地等)運転 ○小型車両系建設機械(整地等)運転 ○小型車両系建設機械(整地等)運転

南アルプス市
上今諏訪709
Tel 055(284)3561
Fax 055(284)3562

○クレーン運転(5t未満)
○チェーンソー
□職長・安全衛生責任者
□刈払機取扱作業者

○クレーン運転(5t未満)
○チェーンソー
○アーク溶接
○特定粉じん作業

○締固め用機械運転
○チェーンソー

○クレーン運転(5t未満)
○チェーンソー
○研削といしの取替え等業務(自由研削) ○アーク溶接
○クレーン運転(5t未満)
□刈払機取扱作業者

○酸素欠乏危険作業（硫化水素含む）

○酸素欠乏危険作業（硫化水素含む）

□職長・安全衛生責任者

○高所作業車運転(10m未満)
□木造建築物解体工事作業指揮者 □刈払機取扱作業者
□刈払機取扱作業者
△丸のこ等取扱い作業

㈱湯村自動車学校
◎フォークリフト運転(1t以上)
甲府市塩部2‑2‑15
Tel 055(252)2333
Fax 055(252)2373
㈱長坂自動車教習所
◎フォークリフト運転(1t以上)
北杜市長坂町長坂上条1531‑1
Tel 0551(32)3366
Fax 0551(32)3367

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

衛生管理者等レベルアップ研修

衛生管理者等レベルアップ研修

衛生管理者等レベルアップ研修

衛生管理者等レベルアップ研修

山梨産業保健総合支援センター

甲府市丸の内2‑32‑11
山梨県医師会館４階
Tel 055(220)7020
Fax 055(220)7021

産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス） 産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス） 産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス） 産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス）

産業カウンセリング研修
メンタルヘルス研修
保健指導・労働衛生研修

産業カウンセリング研修

産業カウンセリング研修

産業カウンセリング研修

一般健康管理・有害業務研修
メンタルヘルス研修
保健指導・労働衛生研修

一般健康管理・有害業務研修
メンタルヘルス研修
保健指導・労働衛生研修

一般健康管理・有害業務研修
保健指導・労働衛生研修
事業者・労働者向けセミナー

●各種免許に係る出張試験は，８月５日（土）に行うことを予定しています。（詳細は山梨県労働基準協会連合会まで）
●山梨産業保健総合支援センターが行う各種研修は，受講料無料です。

平成29年度 安全衛生教育等実施計画（８月〜１１月）
【※注意：計画を変更することもありますので、あらかじめ各実施機関に電話照会して下さい】
◎技能講習・実技講習(法14,61条)

○特別教育(法59条)

□安全衛生教育(法60条,60条の2)

８月
(一社)山梨県労働基準協会
連 合 会

◎特定化学物質及び四ｱﾙｷﾙ鉛等作業主任者

○研削といしの取替え等業務(自由研削)

△安全管理者選任時研修

甲府市北口2‑15‑1
Tel 055(251)6626
Fax 055(251)6615

☆能力向上教育(法19条の2)

９月

○低圧電気取扱
○巻上げ機運転
☆職長・安全衛生責任者(再教育)
△熱中症予防(指導員)

１０月

◎有機溶剤作業主任者
◎プレス機械作業主任者
△機械のリスクアセスメント
○特定粉じん作業
△安全衛生推進者養成講習
△管理・監督者化学物質取扱教育
□職長教育

建設業労働災害防止協会 ◎木造建築物の組立て等作業主任者 ◎高所作業車運転(10m以上)
◎型枠支保工の組立て等作業主任者 ◎車両系建設機械(解体用)運転
山梨県支部
◎不整地運搬車運転
◎玉掛け
甲府市丸の内1‑13‑7
山梨県建設会館2階
Tel 055(221)8810
Fax 055(228)8882

△その他の講習・研修等

◎足場の組立て等作業主任者
◎小型移動式クレーン運転
○ロープ高所作業
○足場の組立て等業務(通常)

◎車両系建設機械(整地等)運転

（平成29年2月現在）
１１月
◎酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

◎有機溶剤作業主任者
○研削といしの取替え等業務(自由研削)

○動力プレス金型等取扱業務

△リスクアセスメント実務研修
◎コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

○研削といしの取替え等業務(自由研削) ◎地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
○締固め用機械運転
○酸素欠乏危険作業（硫化水素含む）
○小型車両系建設機械(整地等)運転 ○振動工具(チェーンソー以外)取扱作業者

☆職長・安全衛生責任者(再教育)

☆木建組立て等作業主任者(再教育)

陸上貨物運送事業労働
◎フォークリフト運転(1t以上)
災害防止協会 山梨県支部 ◎はい作業主任者
笛吹市石和町唐柏1000‑7
Tel 055(262)5562
Fax 055(263)2036
林業・木材製造業労働災害
防止協会 山梨県支部
甲府市徳行4‑11‑20
Tel 055(228)0821
Fax 055(222)7703
（一社）日本ボイラ協会
山梨支部
山梨市中村834‑5
Tel 0553(20)1380
Fax 0553(20)1381

◎フォークリフト運転(1t以上)
△リスクアセスメント研修

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎フォークリフト運転(1t以上)
□フォークリフト運転業務従事者 □積卸し作業指揮者安全教育

○チェーンソー特別教育 9/7,8
□刈払機取扱作業者 9/4
□チェーンソー能力向上 9/7

○チェーンソー特別教育 11/9，10
□刈払機取扱作業者 11/6

◎第一種圧力容器取扱作業主任者 ◎小規模ボイラー取扱 10/14〜15 ☆安全衛生教育講習会 11/10
9/14〜15

（公社）ﾎﾞｲﾗ･ｸﾚｰﾝ
安全協会 甲信事務所

◎玉掛け 8/17,18,20
◎玉掛け 9/7,8,10
◎玉掛け 10/12,13,15
◎玉掛け 11/16,17,19
◎小型移動式クレーン運転 8/3〜5 ◎床上操作式クレーン運転 9/21〜23(24) ◎小型移動式クレーン運転 10/4〜6 ◎床上操作式クレーン運転 11/21〜23(24)
南アルプス市下今諏訪610‑9 ○クレーン運転(5t未満) 8/25,26 ○クレーン運転(5t未満) 9/14,15 ○クレーン運転(5t未満) 10/20,21

Tel 055(287)9511
□移動式クレーン定期自主検査者教育
Fax 055(287)9512
8/6
(一社)山梨県鉄構溶接協会
甲府市大津町317‑2
Tel 055(241)2674
Fax 055(241)2731
◎フォークリフト運転(1t以上)
(公社)建設荷役車両安全 ☆特定自主検査者能力向上
（整地・運搬等機械）
技術協会 山梨県支部
昭和町清水新居1602
Tel 055(226)3558
Fax 055(226)3631

山梨労働安全衛生
教育センター
甲州市勝沼町菱山3899‑2
Tel 0553(44)1215
Fax 0553(44)0131

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎車両系建設機械(解体用)運転
◎ガス溶接
◎はい作業主任者
○アーク溶接

◎フォークリフト運転(1t以上)

○アーク溶接 10/26〜28

◎ガス溶接 11/30,12/1

◎フォークリフト運転(1t以上)
□建機付属クレーン部分の
定期自主検査者安全教育

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎車両系建設機械(解体用)運転
◎小型移動式クレーン運転

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎車両系建設機械(解体用)運転
◎小型移動式クレーン運転
◎玉掛け ◎高所作業車運転(10m以上) ◎高所作業車運転(10m以上)
○研削といしの取替え等業務
◎はい作業主任者
○チェーンソー ○低圧電気取扱 ◎ガス溶接 ◎玉掛け
○巻上げ機運転 ○締固め用機械運転 ○アーク溶接
□刈払機取扱作業者
○クレーン運転(5t未満)
△新入者転入者教育
○低圧電気取扱
◎フォークリフト運転(1t以上)
◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎車両系建設機械(解体用)運転
◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
○締固め用機械運転
○研削といしの取替え等業務
○チェーンソー ○低圧電気取扱
○巻上げ機運転
□刈払機取扱作業者
◎フォークリフト運転(1t以上)

◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転 ◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転 ◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転 ◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転

㈱日立建機教習センタ
㈱日立建機教習センタ
山梨教習所
山梨教習所

南アルプス市
上今諏訪709
Tel 0120(493)160
055(284)3561
Fax 0120(493)115
055(284)3562

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎不整地運搬車運転

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
○小型車両系建設機械(整地等)運転 ◎不整地運搬車運転
○チェーンソー
○小型車両系建設機械(整地等)運転
○高所作業車運転(10m未満)
○クレーン運転(5t未満)
□刈払機取扱作業者
○チェーンソー
□職長・安全衛生責任者
○アーク溶接
○締固め用機械運転
○高所作業車運転(10m未満)
□刈払機取扱作業者

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
◎不整地運搬車運転

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
◎不整地運搬車運転

○小型車両系建設機械(整地等)運転 ○小型車両系建設機械(整地等)運転

○チェーンソー
○高所作業車運転(10m未満)
○アーク溶接
○クレーン運転(5t未満)
□刈払機取扱作業者

○巻上げ機運転
○チェーンソー
○アーク溶接
○クレーン運転(5t未満)

□職長・安全衛生責任者

□職長・安全衛生責任者

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上) ◎フォークリフト運転(1t以上)

衛生管理者等レベルアップ研修

衛生管理者等レベルアップ研修

□刈払機取扱作業者

□職長・安全衛生責任者

㈱湯村自動車学校
◎フォークリフト運転(1t以上)
甲府市塩部2‑2‑15
Tel 055(252)2333
Fax 055(252)2373
㈱長坂自動車教習所
◎フォークリフト運転(1t以上)
北杜市長坂町長坂上条1531‑1
Tel 0551(32)3366
Fax 0551(32)3367
山梨産業保健総合支援センター

甲府市丸の内2‑32‑11
山梨県医師会館４階
Tel 055(220)7020
Fax 055(220)7021

衛生管理者等レベルアップ研修

衛生管理者等レベルアップ研修

産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス） 産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス） 産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス） 産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス）

保健指導・労働衛生研修
メンタルヘルス研修

産業カウンセリング研修

メンタルヘルス研修
保健指導・労働衛生研修
事業者・労働者向けセミナー

産業カウンセリング研修
一般健康管理・有害業務研修
保健指導・労働衛生研修
事業者・労働者向けセミナー

産業カウンセリング研修

メンタルヘルス研修
保健指導・労働衛生研修
事業者・労働者向けセミナー

●掲載されていない各種教育や企業・団体等で一括しての講習を希望する場合は，それぞれの要望により実施できる場合も
ありますので，各機関に御相談下さい。

平成29年度 安全衛生教育等実施計画（１２月〜平成３０年３月）
【注意：計画を変更することもありますので、あらかじめ各実施機関に電話照会して下さい】
◎技能講習・実技講習(法14,61条)

○特別教育(法59条)

□安全衛生教育(法60条,60条の2)

１２月
◎特定化学物質及び四ｱﾙｷﾙ鉛等作業主任者

(一社)山梨県労働基準協会
□職長教育
連 合 会

△安全管理者選任時研修

☆能力向上教育(法19条の2)

３０年１月
◎有機溶剤作業主任者
△安全衛生推進者養成講習

△KYTリーダー養成講習

甲府市北口2‑15‑1
Tel 055(251)6626
Fax 055(251)6615

建設業労働災害防止協会 ◎高所作業車運転(10m以上)
◎玉掛け
山梨県支部
○ロープ高所作業
甲府市丸の内1‑13‑7
山梨県建設会館2階
Tel 055(221)8810
甲府市丸の内1‑13‑7
Fax 055(228)8882
甲府市富士見1‑22‑11

◎足場の組立て等作業主任者
◎不整地運搬車運転
○アーク溶接
○足場の組立て等業務（通常） △丸のこ等取扱い作業
□車両系建設機械運転従事者(再教育) △斜面点検者

甲州市勝沼町菱山3899‑2
Tel 0553(44)1215
Fax 0553(44)0131

○研削といしの取替え等業務(自由研削)

○産業用ロボット（学科）

◎有機溶剤作業主任者
□職長教育

△職場ﾘｰﾀﾞｰ向けﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ研修
△ヒューマンエラー防止教育

△衛生管理者受験準備講習(第一種)
△衛生管理者受験準備講習(第二種)

◎小型移動式クレーン運転

◎高所作業車運転(10m以上)

◎木造建築物の組立て等作業主任者 ◎玉掛け

○足場の組立て等業務(通常)
□玉掛業務従事者(再教育)
□職長・安衛責任者(ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ)

△足場点検実務者
△OHSMS構築講習会(マネジメントシステム)

◎玉掛け 12/14,15,17

◎玉掛け 1/11,12,14

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎はい作業主任者

◎フォークリフト運転(1t以上)
△リスクアセスメント研修

○チェーンソー 2/22，23
□刈払機取扱作業者 2/19
□チェーンソー能力向上 2/22

◎ボイラー実技講習 3/10〜11,12

◎玉掛け 2/15,16,18

◎玉掛け 3/8,9,11

◎小型移動式クレーン運転 12/6〜8 ◎床上操作式クレーン運転 1/18〜20(21) ◎小型移動式クレーン運転 2/1〜3 ◎床上操作式クレーン運転 3/22〜24(25)

南アルプス市下今諏訪610‑9 ○クレーン運転(5t未満) 12/1,2
Tel 055(287)9511
Fax 055(287)9512
(一社)山梨県鉄構溶接協会
○アーク溶接 1/18〜20
甲府市大津町317‑2
Tel 055(241)2674
Fax 055(241)2731
(公社)建設荷役車両安全
技術協会 山梨県支部
昭和町清水新居1602
Tel 055(226)3558
Fax 055(226)3631

山梨労働安全衛生
教育センター

２月

☆足場組立て等作業主任者(再教育)

陸上貨物運送事業労働
◎フォークリフト運転(1t以上)
◎フォークリフト運転(1t以上)
災害防止協会 山梨県支部
□フォークリフト運転業務従事者
笛吹市石和町唐柏1000‑7
Tel 055(262)5562
Fax 055(263)2036
林業・木材製造業労働災害
防止協会 山梨県支部
甲府市徳行4‑11‑20
Tel 055(228)0821
Fax 055(222)7703
◎ボイラー実技講習 12/9〜10,11
(一社)日本ﾎﾞｲﾗ協会
山梨支部
山梨市中村834‑5
Tel 0553(20)1380
Fax 0553(20)1381

（公社）ﾎﾞｲﾗ･ｸﾚｰﾝ
安全協会 甲信事務所

（平成29年2月現在）
３月

△その他の講習・研修等

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎車両系建設機械(解体用)運転 ◎車両系建設機械(解体用)運転
◎高所作業車運転(10m以上)
◎玉掛け
◎はい作業主任者
◎高所作業車運転(10m以上)
◎玉掛け ◎ガス溶接
○車両系林業機械
◎小型移動式クレーン運転
○低圧電気取扱
○アーク溶接
○クレーン運転(5t未満)

□職長教育
△安全管理者選任時研修

△振動工具(チェーンソー以外)取扱作業者

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

○クレーン運転(5t未満) 2/23,24

◎ガス溶接 3/1,2

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎車両系建設機械(解体用)運転
◎ガス溶接
◎高所作業車運転(10m以上)
◎はい作業主任者
◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
○アーク溶接
○研削といしの取替え等業務
◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)
◎車両系建設機械(整地等)運転
◎玉掛け

◎小型移動式クレーン運転
○クレーン運転(5t未満)
□職長教育
△丸のこ等取扱い作業
△安全管理者選任時研修

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転 ◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転 ◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転 ◎車両系建設機械(整地等・解体用)運転

㈱日立建機教習センタ
山梨教習所

南アルプス市
南アルプス市
上今諏訪709
上今諏訪709
Tel 0120(493)160
055(284)3561
Tel
Fax 0120(493)115
055(284)3562
Fax

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
◎不整地運搬車運転

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
◎不整地運搬車運転
○小型車両系建設機械(整地等)運転 ○小型車両系建設機械(整地等)運転 ○アーク溶接
○チェーンソー
○クレーン運転(5t未満)
○小型車両系建設機械(整地等)運転
○アーク溶接
○チェーンソー
○チェーンソー
○酸素欠乏危険作業（硫化水素含む） □刈払機取扱作業者
○クレーン運転(5t未満)
○クレーン運転(5t未満)
□職長・安全衛生責任者
□刈払機取扱作業者

□刈払機取扱作業者

㈱湯村自動車学校
◎フォークリフト運転(1t以上)
甲府市塩部2‑2‑15
Tel 055(252)2333
Fax 055(252)2373
㈱長坂自動車教習所
◎フォークリフト運転(1t以上)
北杜市長坂町長坂上条1531‑1
Tel 0551(32)3366
Fax 0551(32)3367
山梨産業保健総合支援センター

甲府市丸の内2‑32‑11
山梨県医師会館４階
Tel 055(220)7020
Fax 055(220)7021

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
◎不整地運搬車運転

衛生管理者等レベルアップ研修

□職長・安全衛生責任者

◎玉掛け
◎小型移動式クレーン運転
◎高所作業車運転(10ｍ以上)
◎ガス溶接
◎不整地運搬車運転
○高所作業車運転(10m未満)
○小型車両系建設機械(整地等)運転

○クレーン運転(5t未満)
○チェーンソー
○アーク溶接
○締固め用機械運転
□刈払機取扱作業者
□職長・安全衛生責任者

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

◎フォークリフト運転(1t以上)

衛生管理者等レベルアップ研修

衛生管理者等レベルアップ研修 衛生管理者等レベルアップ研修

産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス） 産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス） 産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス） 産業保健関係者事例検討会（メンタルヘルス）

産業カウンセリング研修
保健指導・労働衛生研修
事業者・労働者向けセミナー

事業者・労働者向けセミナー

産業カウンセリング研修

メンタルヘルス研修

一般健康管理・有害業務研修

●各種能力向上教育は，各種講習終了から５年を経過した者が受けるよう努めなければならない講習です。
●申込者が少数の場合，講習を中止する場合があります。

事業者・労働者向けセミナー

平成２９年度 安全衛生教育等実施計画（技能講習・実技講習・特別教育のみ掲載）
(*)については、受講条件等の確認をして下さい。

実施時期

４月

講習等名称

◎
技
能
講
習
・
実

プレス機械作業主任者
型枠支保工の組立て等作業主任者
乾燥設備作業主任者
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
はい作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者
鋼橋架設等作業主任者
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
足場の組立て等作業主任者
第一種圧力容器取扱作業主任者
有機溶剤作業主任者

講
習

７月

１０月

１１月

１２月

３０年
１月

２月

３月

建
安

安 陸

安

安

安 陸

建
建

建

建
建
建
連

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
小規模ボイラー取扱
床上操作式クレーン運転

ボ

建
ボ
連

連

建
連

連

連

連

連

連

連
ボ

BC

BC

BC 安 日 建 安 日 BC 安 日

安日

日

BC

安日

BC 日

日

安

溶安日

BC

建 安 日 BC 安 日
日

安日

BC

BC

安日

BC 安 日

日

建 BC
安日

溶日

安日

日

安日

安日
溶日

陸安 陸荷安 陸安 陸荷安 陸安 陸荷安 陸安 陸荷安 陸安
陸安
陸安
陸安
日湯長 日湯長 日湯長 日湯長 日湯長 日湯長 日湯長 日湯長 日湯長 日湯長 日湯長 日湯長

フォークリフト運転(１ｔ以上)
車両系建設機械（整地等）運転
車両系建設機械（解体用）運転
不整地運搬車運転
高所作業車運転(１０ｍ以上)

安日
安日
安日

建安日 安日
日
安日
日
日
日
建安日

BC 安 日 BC 安 日

ボイラー実技講習
研削といしの取替え等業務
動力プレス金型等取扱業務
アーク溶接
○ 低圧電気取扱
チェーンソーによる伐木等

連安

建 BC
安日

安日
日
日
日

安日
安日
建日
日

BC* 安
日

BC 日

ボ
日

〜

実

機関名
（一社）山梨県労働基準協会連合会
建設業労働災害防止協会山梨県支部
陸上貨物運送事業労働災害防止協会山梨県支部
林業・木材製造業労働災害防止協会山梨県支部
(一社)日本ボイラ協会山梨支部
(公社) ボイラ・クレーン安全協会甲信事務所
(一社)山梨県鉄構溶接協会
(公社)建設荷役車両安全技術協会山梨県支部
山梨労働安全衛生教育センター
(株)日立建機教習センタ山梨教習所
(株)湯村自動車学校
(株)長坂自動車教習所
山梨産業保健総合支援センター

施

機

安日 建安日
建安日 安日
日
日
建安日 安日

安日
安日
日
日

安日
安日
日
建安日

建 BC
BC 安 日 BC 安 日
安日

安
安
建
安

日
日
日
日

安日
安日
日
安日

建 BC
BC 安 日 BC 安 日
安日
ボ

連

安
溶日
安
溶日
安
連
安
林日
林日
林日
日
日
建日
日
日
特 小型車両系建設機械(整地等)運転(機体重量３ｔ未満)
締固め用機械運転
建安日
日
高所作業車運転（１０ｍ未満）
日
別
巻上げ機運転
クレーン運転（５t未満）
BC 安 日
日
BC 日
安日
教 酸素欠乏危険作業
日
連日
特定粉じん作業
日
育 産業用ロボット（学科）
車両系林業機械
林
足場の組立て等業務
建*
建*
建*
ロープ高所作業
建
建
※「ショベルローダー等運転技能講習」につきましては「陸」にお問い合わせください。
※略称については、下の表を御参照ください。

連
建
陸
林
ボ
BC
溶
荷
安
日
湯
長

９月

連
建
安

連

玉掛け

略

８月

連

ガス溶接

技

６月

建

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

小型移動式クレーン運転

５月

安
建
日
日
日
建
BC

関

安

連安
連
日
溶安日
日
安
安
安
林安日
日
林安日
日
建日
日
安日
建
安
日
日
安
安日
BC 日 BC 安 日
日
建
連

安日
日
日
建日
建 BC
安日
ボ

建

連安
安日
日
日

BC 日
日

溶建
安
日
日

安日

日

林日
日

日
日
日
日

安日

BC 日

安日

連
安
建
建

連

所在地
甲府市北口2‑15‑1
甲府市丸の内1‑13‑7山梨県建設会館2階

笛吹市石和町唐柏1000‑7

甲府市徳行4‑11‑20
山梨市中村834‑5
南アルプス市下今諏訪610‑9
甲府市大津町317‑2
昭和町清水新居1602
甲州市勝沼町菱山3899‑2
南アルプス市上今諏訪709
甲府市塩部2‑2‑15

北杜市長坂町長坂上条1531‑1
甲府市丸の内2‑32‑11 山梨県医師会館4階

建
建

絡
電話番号
055‑251‑6626
055‑221‑8810
055‑262‑5562
055‑228‑0821
0553‑20‑1380
055‑287‑9511
055‑241‑2674
055‑226‑3558
0553‑44‑1215
055‑284‑3561
055‑252‑2333
0551‑32‑3366
055‑220‑7020

先

建

〜

ホームページ
http://www.yamanashi‑roukiren.com/
http://www.kensaibou‑y.jp/
http://www.rikusaibo‑yamanashi.org/
http://www.y‑wood.com
http://www.jba‑yamanashi.jp/
http://www.bcsa.or.jp/koushin/
http://www.yousetu.or.jp/
http://www.sacl.or.jp/shibu/19/
http://www.geocities.jp/matsuconsul/
http://kyosyu.hitachi‑kenki.co.jp/yamanashi/
http://www.yumura.co.jp/forklift/index.html
http://www.nagasakads.jp/Forklift.html
http://www.yamanashis.johas.go.jp

【注意】計画を変更することもありますので、あらかじめ各実施機関に電話照会して下さい。また、講習等の詳細については、各機関のホームページも御参照ください。

その他御不明な点は山梨労働局・最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
山梨労働局労働基準部健康安全課
甲府市丸の内１−１−１１
055(225)2855
甲府労働基準監督署安全衛生課
甲府市下飯田２−５−５１
055(224)5617
都留労働基準監督署
都留市四日市場２３−２
0554(43)2195
鰍沢労働基準監督署
南巨摩郡富士川町鰍沢６５５−５０ 0556(22)3181

