
                              

令和 ２年４月 1日 

                                   

                                                      港湾労災防止協会 

                           北海道総支部 

                               

☆講習開催予定/各種申込書/申請書は          苫小牧市末広町３丁目８－１８ 

 当協会 『ホームページ』にて             (森林組合ビル３Ｆ)〒 053-0011  

       1.港湾労災防止協会で検索 

     2.各総支部-北海道総支部-北海道総支部のお知らせ 

技能講習開催のお知らせ 

苫小牧開催              開催会場 苫小牧市末広町 3丁目 8-18  森林組合ビル 9Ｆ研修室 

各種講習名称 開講日 
受講料 

(教本・消費税含) 
受講申し込み先 0144-31-0390 

３１時間コース 

① フオークリフト 

運転技能講習 

令和 2.4.14(火) 

～4.17(金) 

 

40,000 

 

定員 

4月６月・30名 

5月・20名 

受講資格：普通・中型車か大型車運転免許のある方 

添付書類：写真 (3.0x2.4cm) 1枚 

上記運転免許証コピー 1枚 

・１日目      学科講習 9:00～18:00(学科試験含む) 

・２～３日目 実技講習 8:30～17:30 

・４日目      実技講習 8:30～18:30(実技試験含む) 

実技講習：安全帽・作業衣・軍手着用のこと 

②   同 
令和 2.5.19(火) 

～5.22(金) 

③   同 
令和 2.6.16(火) 

～6.19(金) 

１１時間コース 

➃フオークリフト 

運転技能講習 

令和 2.5.19(火) 

     ～5.20(水) 

23,000 

定員 6名 

受講資格：大型特殊車運転免許のある方 

添付書類：写真 (3.0x2.4cm) 1枚 

   上記運転免許証コピー 1枚 

・１日目 学科講習 9:00～18:00(学科試験含む) 

・２日目 実技講習 8:30～14:30(実技試験含む) 

実技講習：安全帽・作業衣・軍手着用のこと 

⑤ 玉掛け技能講習 
令和 2. 4. 7(火) 

～ 4. 9(木) 

24,100 

定員 20名 

受講資格：吊り上げ荷重 1 トン以上のクレーン等につい

ての玉掛け作業補助業務に 6ヶ月以上従事した方 

添付書類：写真 (3.0x2.4cm) 1枚 

・1日目 学科講習 9:00～17:00 

・2日目 学科講習 9:00～15:00(学科試験含む) 

・3日目 実技講習 9:00～16:00(学科試験含む) 

実技講習：安全帽・作業衣・作業革着用のこと 

  実技会場 栗林機工㈱ 苫小牧市新開町 

 

➅   同 
令和 2. 6. 2(火) 

～ 6. 4(木) 

⑦ クレーン    

    特別教育 

令和 2.5.28(木) 

5.29(金) 

16,800 

定員 10名 

受講資格：玉掛けか移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習修了した方 

・1日目 学科講習 9:00～17:00 

・2日目 実技講習 9:00～12:00 

実技講習：安全帽・作業衣・作業皮手袋着用のこと 

実施会場 栗林機工㈱ 苫小牧市新開町 

⑧ はい作業主任者 

   技能講習 

         

令和 2.5.12(火) 

5.13(水) 

17,800      
定員 30名 

受講資格：はい作業業務に３年以上従事した方 

添付書類：写真 (3.0x2.4cm) 1枚 

・１日目 学科講習 9:00～17:00 

・２日目 学科講習 9:00～16:00(学科試験含む) 

⑨ 玉掛け業務 

  安全衛生教育 
令和 2.4.21(火) 

会員外 7,300

会  員 6,300 

法第 60条-2に基づく安全衛生教育 

・現在玉掛け作業に従事している方全員対象の 5 年目の再教育     

修了証交付  (定員 30名)    9:00～15:00 

⑩ フォークリフト 

安全衛生教育 
令和 2.6.23(火) 

会員外 7,300

会  員 6,300 

法第 60条-2に基づく安全衛生教育 

・現在ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ作業に従事している方全員対象の 5 年目の再教育     

修了証交付  (定員 30名)    9:00～16:00 

 

注：実技を伴うものは降雪、雨天でも実施しますので衣服の用意をしてください。  

実技会場は苫小牧港西１号になります。(地図は初日に渡します) 

 

 

講習の種類 ／ 月別 労働局登録番号 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2月 

〇 

〇 

〇 

◇ 

〇 

3月  1月 2月 3月 

フオークリフト運転技能講習 北労安教 14 〇◇ ◎◇ 〇◇△ ◎◇ 〇◇ ◎◇ 〇◇ ◎◇ ◎◇ 〇 ◎◇ 

玉掛け技能講習 北労安教 18 〇  〇  〇  〇 〇  〇 〇 

小型移動式クレーン技能講習 北労安教 259    〇      〇  

はい作業主任者技能講習 北労安教 31  〇    〇  〇  ◇ 〇 

船内作業主任者技能講習 北労安教 204       〇     

沿岸荷役主任者教習             

クレーン特別教育   〇  〇  〇  〇 〇  〇 

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転安全衛生教育    〇   ◇  ◇  〇 ◇ 

玉掛け業務安全衛生教育  〇           

揚貨装置学科試験対策      〇   

北海道労働局長登録教習機関 

港湾労災防技能講習ＮＥＷＳ 
            第２３２号 

 

 

受講料の納付：受講７日前までに、当所に持参するか銀行振り込みでお願いします。 

 銀行振り込み先：苫小牧信用金庫本店(普)口座 Ｎｏ．０７０６１３７ 港湾労災防止協会 北海道総支部 苫小牧地区事務所 

        苫小牧市末広町 3丁目 8-18 森林組合ビル 3Ｆ   Tel 0144-31-0390 

注、定員になり次第申込み受け付け終了します。 

Tel  0144-31-0390 

Fax  0144-31-0391 

学科日の昼食については、希望者の弁当を手配しますので、当日受付時に５５０円を支払い申し込んでください。 

講習開催予定 苫小牧リフト◎大特&一般 ○一般のみ 室蘭◇ 小樽△ 

 

 

 


