
建災防佐賀県支部令和３年度各種講習予定表 
（令和３年４月～令和４年３月実施分） 

 
 〒840-0041 佐賀市城内 2-2-37 建設業労働災害防止協会佐賀県支部 

ＴＥＬ ０９５２‐２６‐２７７９・ＦＡＸ ０９５２‐２６‐２７８９ 
【初めにお読み下さい。】 

 

１ 受付時間等について 

各種講習の受付は、「受講申込受付期間」欄の当該期間中の午前８時 30 分から午後５時ま

での間に、窓口で直接申込まれたもの又は電話予約を取っていただいた後、後日、申込まれ

たものを受け付けております。受講申込受付期間以前の申込や予約は受け付けておりません。 
人気の教育等で、是非受講したいという方は、受付初日の午前８時 30 分に本県支部の窓

口に来ていただければ受講受付の優先対応を行います。 
また、１社から多数の受講希望があった場合は、受講人数を制限する場合がございます。 

２ 実技日の指定について 

実技を伴う講習のうち２日以上の実技日がある場合は、本県支部で指定します。なお、

仕事の都合等で変更を希望される場合はお申し出下さい。 
  一旦、実技日が指定されますと、その後の変更は極めて困難です。 
３ 講習案内等について 

申込方法や各種講習の案内、受講の空き状況等につきましては、本県支部のホームペー

ジにアクセスしてください。 

４ 助成金（人材開発支援助成金）について 

「講習名」欄の「助成」は、人材開発支援助成金(旧建設業労働者確保育成助成金)対象の

講習です。「講習名」欄の丸数字は、複数回実施する講習です。 
５ 各種講習の実施場所について 

「実施場所」欄は、略記です。詳細は、以下のとおりです。 

○ 建協佐～（一社）建設業協会佐賀 佐賀市兵庫南 2-13-5 0952-26-1563 

○ 実技場～建災防実技講習場 佐賀市大和町川上 4569 080-1766-0856（当日のみ開局） 

○ 会館～佐賀県建設会館 佐賀市城内 2-2-37 0952-26-2779 

６ 受講料の返金について 

  受講料の返金は原則致しません。 

７ 臨時出張教育の実施について 

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育、足場の組立て等特別教育等の建設機械等を使

用しない特別教育や一般教育は、概ね20人以上で臨時の出張講習を随時受付けております。 

８ 建設従事者教育について 

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育（以下「建設従事者教育」という。）は、

概ね 20 人以上で随時受付けております。 

この建設従事者教育を実施した場合は、国交省発注工事及び佐賀県発注土木工事の工事

成績評定「創意工夫・安全衛生」の項目に２点が加点されます。 

 

1～８について、ご不明な点がありましたら本県支部までお問合せ下さい。 

※ 台風等の災害、受講者が極端に少ない場合等は、中止する場合もあります。 

※ コロナ感染症防止対策の推移により、定員数を変更する場合もあります。 



講 習 名 
学実 

の別 
実施月日 

実施 

場所 

受講申込 

受付期間 

定員 

(人) 

CPDS 

ﾕﾆｯﾄ数 

助成 小型車両系建設機械 

運転特別教育① 

学科 4/6 建協佐 
3/15～3/26 30 7 ﾕﾆｯﾄ 

実技 4/12 実技場 

助成 車両系建設機械(整地等) 

運転技能講習① 

学科 4/7～8 建協佐 

3/16～3/29 
全 20 

免 20 

全科目 

21 ﾕﾆｯﾄ 実技 
4/13～16 

(免除は 4/14) 
実技場 

助成 足場の組立て等特別教育① 学科 4/9 建協佐 3/17～3/31 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

助成 小型移動式クレーン 

運転技能講習① 

学科 4/19～20 建協佐 
3/26～4/9 40 

全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 4/22 又は 4/23 実技場 

刈払機取扱い作業者安全教育① 学科 4/21 建協佐 3/30～4/13 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

助成 フルハーネス型特別教育① 学科 4/28 建協佐 4/5～4/20 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

熱中症予防指導員研修 学科 4/30(午前) 建協佐 4/5～4/21 40 4 ﾕﾆｯﾄ 

助成 締固め用機械（ローラー） 

運転特別教育① 

学科 5/6 建協佐 

4/6～4/22 40 6 ﾕﾆｯﾄ 
実技 

5/7（午前又は 

午後） 
実技場 

職長・安全衛生責任者教育① 学科 5/10～11 建協佐 4/9～4/26 30 14 ﾕﾆｯﾄ 

丸のこ等取扱い作業従事者教育 学科 5/12（午後） 建協佐 4/13～4/27 40 2 ﾕﾆｯﾄ 

助成 高所作業車 

運転技能講習① 

学科 5/13～14 建協佐 

4/14～4/28 40 
免除(2) 

8 ﾕﾆｯﾄ 実技 
5/18,19 

のいずれかの日 
実技場 

職長・安全衛生責任者 

能力向上教育① 
学科 5/21 建協佐 4/26～5/13 30 6 ﾕﾆｯﾄ 

助成 玉掛け技能講習① 

学科 5/26～27 建協佐 

4/30～5/18 40 
全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 
5/31,6/1 

のいずれかの日 
実技場 

安全衛生推進者初任時教育 学科 5/28 建協佐 5/6～5/20 40 7 ﾕﾆｯﾄ 

助成 低圧電気取扱い業務 

特別教育 

学科 6/3 建協佐 
5/12～5/26 40 7 ﾕﾆｯﾄ 

実技 6/4 実技 

振動工具取扱い作業従事者教育 学科 6/8（午後） 建協佐 5/17～5/31 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

助成 不整地運搬車 

運転技能講習① 

学科 6/11 建協佐 
5/19～6/3 40 7 ﾕﾆｯﾄ 

実技 6/15 又は 6/16 実技場 

施工管理者等のための 

足場の点検実務者研修① 
学科 6/14（午後） 建協佐 5/21～6/4 40 2 ﾕﾆｯﾄ 

助成 小型移動式クレーン 

運転技能講習② 

学科 6/17～18 建協佐 
5/27～6/10 40 

全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 6/22 又は 6/23 実技場 

刈払機取扱い作業者安全教育② 学科 6/24 建協佐 6/1～6/16 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

 

 
令和２年度 労働安全衛生標語入賞作品 

金賞 よかろうもん 軽い気持ちが大事故に 目指せ事故ゼロ よか現場！ 



講 習 名 
学実 

の別 
実施月日 

実施 

場所 

受講申込 

受付期間 

定員 

(人) 

CPDS 

ﾕﾆｯﾄ数 

現場管理者統括管理講習 学科 6/25 建協佐 6/2～6/17 40 7 ﾕﾆｯﾄ 

助成 フルハーネス型特別教育② 学科 6/29 建協佐 6/7～6/21 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

酸素欠乏・硫化水素特別教育 学科 6/30 建協佐 6/8～6/22 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

助成 足場の組立て等 

作業主任者技能講習① 
学科 7/1～2 建協佐 6/10～6/23 40 7 ﾕﾆｯﾄ 

職長・安全衛生責任者教育② 学科 7/6～7 建協佐 6/11～6/28 30 14 ﾕﾆｯﾄ 

助成 車両系建設機械(整地等) 

運転技能講習② 

学科 7/8～9 
建協佐 

実技場 
6/15～6/30 

全 20 

免 20 

全科目 

21 ﾕﾆｯﾄ 実技 
7/13～16 

(免除は 7/14) 

助成 地山掘削・土止め支保工 

   作業主任者技能講習① 
学科 7/19～21 建協佐 6/24～7/9 40 

全科目 

10 ﾕﾆｯﾄ 

斜面の点検者に対する安全教育 学科 7/26（午後） 建協佐 6/25～7/12 40 5 ﾕﾆｯﾄ 

助成  鋼橋架設等 

作業主任者技能講習 
学科 7/28～29 会館 7/6～7/20 20 

全科目 

7 ﾕﾆｯﾄ 

助成 型枠支保工の組立て等 

作業主任者技能講習 
学科 8/3～4 建協佐 7/12～7/26 40 ７ﾕﾆｯﾄ 

刈払機取扱い作業者安全教育③ 学科 8/5 建協佐 7/13～7/28 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

助成 足場の組立て等特別教育② 学科 8/6 建協佐 7/15～7/29 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

助成 建築物等の鉄骨の組立て等 

 作業主任者技能講習 
学科 8/17～18 建協佐 7/21～8/6 40 

全科目 

7 ﾕﾆｯﾄ 

助成 フルハーネス型特別教育③ 学科 8/19 建協佐 7/26～8/10 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

職長・安全衛生責任者 

能力向上教育② 
学科 8/25 建協佐 8/2～8/17 30 6 ﾕﾆｯﾄ 

助成 車両系建設機械（解体用）

運転技能講習 

学科 8/31 
建協佐 

実技場 
8/6～8/23 40 4 ﾕﾆｯﾄ 

実技 
9/1 午前又は 

午後 

助成 玉掛け技能講習② 

学科 9/2～3 建協佐 

8/10～8/25 40 
全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 
9/7,8 

のいずれかの日 
実技場 

助成 高所作業車 

運転技能講習② 

学科 9/9～10 建協佐 

8/17～9/1 40 
免除(2) 

8 ﾕﾆｯﾄ 実技 
9/14,15 

のいずれかの日 
実技場 

助成 不整地運搬車 

運転技能講習② 

学科 9/13 建協佐 
8/19～9/3 40 7 ﾕﾆｯﾄ 

実技 9/16 又は 9/17 実技場 

助成 フルハーネス型特別教育④ 学科 9/24 建協佐 9/1～9/15 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

助成 締固め用機械（ローラー）

運転特別教育② 

学科 9/27 建協佐 
9/2～9/16 40 6 ﾕﾆｯﾄ 

実技 9/28（午前又は午後） 実技場 

 令和２年度 労働安全衛生標語入賞作品 

銀賞 作業手順「守る」「続ける」「省かない」 貫こう安全への強い意志 



令和２年度 労働安全衛生標語入賞作品 

銀賞 心と体の健康管理 今から 自ら職場から 

講 習 名 
学実 

の別 
実施月日 

実施 

場所 

受講申込 

受付期間 

定員 

(人) 

CPDS 

ﾕﾆｯﾄ数 

助成 足場の組立て等 

作業主任者技能講習② 
学科 9/29～30 建協佐 9/3～9/17 40 7 ﾕﾆｯﾄ 

助成 地山掘削・土止め支保工 

作業主任者技能講習② 
学科 10/4～10/6 建協佐 9/9～9/24 40 

全科目 

10 ﾕﾆｯﾄ 

助成 小型車両系建設機械 

運転特別教育② 

学科 10/13 建協佐 
9/16～10/4 30 7 ﾕﾆｯﾄ 

実技 10/18 実技場 

助成 車両系建設機械(整地等) 

運転技能講習③ 

学科 10/14～15 建協佐 

9/17～10/5 
全20 

免20 

全科目 

21 ﾕﾆｯﾄ 実技 
10/19～22 

（免除は 10/20） 
実技場 

助成 フルハーネス型特別教育⑤ 学科 10/28 建協佐 10/5～10/20 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

施工管理者等のための 

足場の点検実務者研修② 
学科 11/1（午後） 建協佐 10/6～10/22 40 2 ﾕﾆｯﾄ 

助成 小型移動式クレーン 

運転技能講習③ 

学科 11/4～5 建協佐 
10/12～10/27 40 

全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 11/9 又は 11/10 実技場 

職場環境改善実施担当者講習 学科 11/11 建協佐 10/18～11/1 30 6 ﾕﾆｯﾄ 

職長・安全衛生責任者教育③ 学科 11/16～17 建協佐 10/22～11/8 30 14 ﾕﾆｯﾄ 

助成 足場の組立て等特別教育③ 学科 11/18 建協佐 10/25～11/10 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

助成 フルハーネス型特別教育⑥ 学科 11/22 建協佐 10/29～11/12 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

助成 玉掛け技能講習③ 

学科 11/24～25 建協佐 

11/2～11/16 40 
全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 
11/30,12/1 

のいずれかの日 
実技場 

助成 小型移動式クレーン 

運転技能講習④ 

学科 12/9～10 建協佐 
11/17～12/1 40 

全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 12/14又は 12/15 実技場 

助成 玉掛け技能講習④ 

学科 R4.1/13～14 建協佐 

12/16～R4.1/5 40 
全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 
R4.1/18,19 

のいずれかの日 
実技場 

助成 小型移動式クレーン 

運転技能講習⑤ 

学科 R4.2/3～2/4 建協佐 
R4.1/12～1/26 40 

全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 R4.2/9 又は 2/10 実技場 

助成 玉掛け技能講習⑤ 
学科 R4.2/15～2/16 建協佐 

R4.1/20～2/4 40 
全科目 

11 ﾕﾆｯﾄ 実技 R4.2/21 又は 2/22 実技場 

助成 足場の組立て等特別教育④ 学科 R4.2/17 建協佐 R4.1/25～2/9 40 3 ﾕﾆｯﾄ 

職長・安全衛生責任者教育④ 学科 R4.2/24～2/25 建協佐 R4.1/31～2/16 30 14 ﾕﾆｯﾄ 

 


