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技能講習・特別教育 実施予定表

※ 上記の日程は標準コースですので受講資格により日程は違います。

1亀鯖鯛轟i罐鮮織饉麟軸彗鑢朧鎌辮難攀

平成23年 12月 ～平成24年 3月

種 目
~`~~~_________ミ

ニ日‐程 112 月 一月 ０
∠ 月 3 月

小型移動式クレ∵ン

運転技能講習

(16Hコ ース)

1日 (木)～ 3日 (土 ) 5日 (木)～ 7日 (土) 1日 (水)～ 3日 (金) 1日 (木)～ 3日 (土)

15日 (木)～ 17日 (土) 19日 (木)～21日 (土) 15日 (水)～ 17日 (金 ) 15日 (木)～ 17日 (土 )

車両系建設機械 (整地等 )

運転技能講習

(14Hコ ース)

(38ロ コース )

9日 (金)～ 10日 (土)

14Hコース

6日 (金)～ 7日 (土)

14Hコース

2日 (木)～ 3日 (金)

14H∃―ス

2日 (金)～ 3日 (土)

14Hコース

23日 (金 )～ 24日 (土 )

14Hコ Tス

20日 (金)～21日 (土)

14Hコース

16日 (木)～ 17日 (金 )

14Hコース

16日 (金)～ 17日 (土)

14Hコース

8日 (木)～ 12日 (月 )

38Hコ ース

5日 (本)～ 9日 (月 )

38Hコ ース

1日 (水)～ 5日 (日 )

38Hコニス

1日 (木)～ 5日 (月 )

38H]―ス

22日 (木)～26日 (月 )

38Hコ ース

19日 (木)～23日 (月 )

38Hコ ース

15日 (水)～ 19日 (日 )

38H]―ス

15日 (水)～ 19日 (月 )

38Hコ ース

フォークリフ ト運転技能講1習

(1l Hコ ース)  ●  ||
7日 (水)～ 8日 (木)

1lHコース

10日 (火)～ 11日 (水)

1lHコース

6日 (月 )～ 7日 (火)

1lHコース

5日 (月 )～ 6日 (火)

1lHコース

(31Hコ ーヌ、)
21日 (水)～24日 (土)

31H]―ス

24日 (火)～27日 (金)

31Hヨ ース

20日 (月 )～23日 (木)

31Hコ ース

19日 (月 )～ 22日 (木 )

31H]―ス

玉掛技能講習

(15Hコ ースのみ)

5日 (月 )～ 7日 (水) 9日 (月 )～ 11日 (水) 6日 (月 )～ 8日 (水) 5日 (月 )～ 7日 (水 )

19日 (月 )～21日 (水) 23日 (月 )～25日 (水) 20日 (月 )～22日 (水) 19日 (月 )～ 21日 (水)

車両系建設機械輌翠体用) |
運転技能講習(3Hコ Tスのみ)

18日 (日 )

3H]―スのみ

22日 (日 )

3H]―スのみ

26日 (日 )

3Hコースのみ

25日 (日 )

3Hコースのみ

高所作業車運転技能1講習

(14Hコ ース)

12日 (月 )～ 13日 (火 ) 16日 (月 )～ 17日 (火) 13日 (月 )～ 14日 (火 ) 12日 (月 )～ 13日 (火 )

車

習

搬

講

運

能

地

技

整

転

不

運
14日 (土)～ 15日 (日 ) 11日 (土)～ 12日 (日 ) 26日 (月 )～ 27日 (火)

ショベルロニダー等

運転技能講習
28日 (土)～ヱ9日 (日 ) 25日 (土)～ 26日 (日 ) 30日 (金)～ 31日 (土 )

地山掘削及び土止め支保工

作業主任者技能講習
9日 (月 )～ 11日 (水) 27日 (月 )～ 29日 (水) 24日 (土)～26日 (月 )

足場の組立て等

作業主任者技能講習
14日 (土)～ 15日 (日 ) 18日 (土)～ 19日 (日 ) 17日 (土)～ 18日 (日 )

建築物の鉄骨の組立て等

作業主任者技能講習

__‐
‐‐

‐‐~‐
‐

28日 (土)～29日 (日 ) 24日 (金)～ 25日 (土 ) 27日 (火)～ 28日 (水)

型枠支保工の組立て等

作業主任者技能講習
23日 (月 )～24日 (火) 22日 (水)～23日 (木) 29日 (木)～ 30日 (金 )

【特別教育】

アーク溶接等の特別教育 27日 (火)～29日 (木 ) 30日 (月 )～ 2月 1日 (7Kl 27日 (月 )～ 29日 (水 ) 28日 (水)～30日 (金)

伐木等の特別教育 3日 (土)～ 4日 (日 ) 21日 (土)～22日 (日 ) 18日 (土)～ 19日 (日 ) 12日 (月 )～ 13日 (火)

刈払い機取扱作業者

安全衛生教育   ‐
5日 (月 ) 7日 (土 ) 11日 (土 )



●技能講習受講資格時間割表 ●

科||||‐ 1目 受1講1寺間 講1習1期1間| 格奮
一

講一受

1玉推卜技能講1習|
15H 3日 間

クレーン、移動式クレーン等の免許の取得者。小型移動式又は床上操作式クレーン
運転技能修了者。

19H 3日 間 未経験者。

小型移動式
クレ■ン|‐ ■

16H 3日 間
クレーン運転士及びデ |リ ック運転士又は揚貨装置運転士免許を有する者。床上操作
式クレーン運転技能講習、又は玉掛技能講習の修了者。

20H 3日 間 未経験者

1車‐両1系1建‐設1機1械

|(整 1地1等‐〉‐|■ ‐|

14H 2日 間
大型特殊自動車免許を有する者。大型自動車免許′中型自動車免許又は普通自動
車免許を有し、小型車両系 (整地等)等の特別教育を修了し経験が 3ヶ月以上の者。
不整地運搬車運転技能講習の修了者

38H 5日 間 運転免許がなく、小型車両系 (整地等)等の経験が全くない者

車1両1系建1設‐機1械

(解体用).■ ■
例

Ｈ

特

３
1日 間 車両系建設機械 (整地等)運転技能講習の修了者

不1整1地1運‐1搬1車 1l H 2日 間

建設機械施工技術検定の内、1級若しくは 2級の技術検定に合格した者で第 2種か
ら第 6種に合格した者。車両系建設機械 (整地等)運転技能講習の修了者。大型特殊
自動車免許を有する者。大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を有
し車両系建設機械若しくは不整地運搬車の特別教育を修了し経験が 3ヶ月以上。

高1所1作
1業1車

12H 2日 間
移動式クレーン運転士免許を有する者、又は小型移動式クレーン運転技能講習の修
了者。

14H 2日 間

建設機械施工技術検定に合格した者又は大型特殊自動車免許、大型自動車免許、
中型自動車免許若しくは普通自動車免許を有する者。又はフォークリフト、ショベル
□―ダー、車両系建設機械 (整地等 0解体用)、 不整地運搬車の内、いずれかの
運転技能講習の修了者。

フオ■クリフト

1l H 2日 間
大型特殊自動車免許を有する者。大型自動車免許、中型自動車免許若しくは普通
自動車免許又は大型特殊自動車 (限定付)免許を有し、フォーク|ジ フト運転の特別
教育を受け、フォーク|リ フトの運転経験が 3ケ月以上ある者。

31H 4日 間
大型自動車運転免許、中型自動車免許若しくは普通自動車運転免許を有する者。
大型特殊自動車 (限定付)運転免許を有する者。

35H 5日 間 自動車運転免許がなく、フォークリフトの運転経験が全くない者

|シヨペナレロ■夕:■|

1l H 2日 間
大型特殊自動車免許を有する者。大型自動車免許、
自動車免許又は大型殊自動車 (限定付)免許を有し、
を受け、ショギリレロータ

‖―の運転経験が 3ケ月以上ある者。

中型自動車免許若しくは普通
ショヘ“リレロータ

‖―運転の特別教育

31H 4日 間
大型自動車運転免許、中型自動車免許若しくは普通自動車運転免許を有する者。
大型特殊自動車 (限定付)運転免許を有する者。

●作業主任者技能講習時間割表●

科 1目 受1講 1時1間|講1習1期1間 1格|資1講‐受

建1築1物1等|の■|■‐

鉄1骨 |―の1組1立|て1等|
1lH 2日 間

①建築物の骨組み、塔の金属部材の組立て、解体又は変更の作業に3年以上従事
した者。

②大学、高専、高等学校の土木科、又は建築科を卒業し、その後 2年以上の建築
物の鉄骨の組立等の従事した者。

足場|の1組1立
1等 13H 2日 間

①足場の組立て、解体又は変更の作業に3年以上の経験者。

②大学、高専、高等学校の土木科、建築又は造船学科を卒業し、その後 2年以上
足場の組立て、解体、変更の作業に従事した者。

地1山|の1掘1削及|び

土止め1支1保‐工■
17H 3日 間

①地山の掘削及び土止め支保工の作業に3年以上従事した者。

②大学、高専、高等学校の土木科、建築、農業土木学科を卒業し、その後、地山
掘削及び土止め支保工に2年以従事した者。

型1枠1支1保1工|の

組立て1等■|■
13H 2日 間

①型枠支保工の組立て、解体の作業に3年以上従事した者。

②大学、高専、高等学校の土木、建築学科を卒業し、その後 2年以上、支保工の
組立て、解体の作業に従事した者。

●特別教育 (安全衛生教育)時間割表●

科|1欄 受1講i時1間| 1講‐習1期1間| 一受 講 資 一格

ア■ク溶1接1等 21H 3日 間 アーク溶接等の経験が全くない方。

伐木等業1務 13H 2日 間 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理、造材の業務。

刈払機業1務 (安 |) 6H 1日 間 造園工事、建設工事、土木工事、林業、農業において刈払い機使用の業務。


