
本　部

総支部

10月19日（火）

～　10月22日（金）

10月26日（火）

～　10月28日（木）

11月4日(木)

　～  11月5日(金)

11月9日（火）

～　11月12日（金）

11月9日（火）

～　11月12日（金）

11月16日（火）

～　11月18日（木）

11月25日（木）

～　11月26日（金）

12月7日（火）

～　12月9日（木）

12月7日（火）

～　12月10日（金）

12月14日（火）

～　12月17日（金）

11月24日（水）

～26日（金）

10月19日（火）

～10月21日(木)

11月8日(月)

  　～ 11月18日(木)

11月24日(水)

 　～ 11月26日(金)

荷役運搬機械等（フォークリフト）による

はい作業従事者安全教育

12月 6日(月)

  　～ 12月 10日(金)

10月 13日(水)

　～　10月 16日(土)

11月 10日(水)

　～　11月 12日(金)

11月 24日(水)

　～　11月 27日(土)

12月 1日(水)

　～　12月 3日(金)

12月 14日(火)

　～　12月 18日(土)

10月14日(木)
                   ～10月15日(金)

10月18日(月 )
                   ～10月22日(金)

11月8日(月)
                   ～11月12日(金)

11月9日(火)
　　　　　   　 　 　～11月12日(金)

11月15日(月)
                   ～11月19日(金)

11月16日(火)
                   ～11月19日(金)

11月24日(水)
                   ～11月26日(金)

11月29日(月)
                   ～12月3日(金)

12月7日(火)
　　　　　　　　　　～12月10日(金)

12月6日(月)
                   ～12月10日(金)

12月13日(月)
                   ～12月17日(金)

12月13日(月)
                   ～12月17日(金)

  

兵庫県

港湾技能研修センター 　2名

港湾技能研修センター  35名

ガントリークレーン訓練(標準型) 港湾技能研修センター   2名

　5名

ガントリークレーン訓練(海上船形) 12月7日(火)

デッキクレーン訓練(5日間コース) 港湾技能研修センター

10月29日(金)

  2名

　2名港湾技能研修センター

港湾技能研修センター

クレーン運転士学科試験準備講習

デッキクレーン訓練(3日間コース)

フルハーネス型安全帯使用作業(特別作業)

フォークリフト運転技能講習

小型移動式クレーン技能講習 港湾技能研修センター

玉掛け技能講習　

神奈川総支部内

玉掛け技能講習

 35名

東  北

フオークリフト運転技能講習

港湾技能研修センターガントリークレーン訓練(標準型)

港湾技能研修センター

玉掛け業務安全衛生教育　

港湾技能研修センター

フォークリフト運転技能講習

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

神奈川

大　阪

大阪港湾労働者福祉センター

船内荷役作業主任者技能講習 大阪港湾労働者福祉センター

神奈川総支部内

神奈川総支部内

若年港湾労働者研修

室蘭市　ホテル　セピアス　

本部・総支部・支部の各種行事日程のお知らせ

注：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応のため、各行事については中止されることがありますので、事前に各実施機関にご確認下さい。

行       事 定 員期        日

船内荷役主任者技能講習

場　　　　所

苫小牧市　森林組合ビル　

苫小牧市　森林組合ビル　

苫小牧市　森林組合ビル　

30名

クレーン特別教育 苫小牧市　栗林機工㈱

苫小牧市　森林組合ビル　

20名

フオークリフト運転技能講習 30名

20名小型移動式クレーン技能講習

室蘭市　ホテル　セピアス　

10名

フオークリフト運転技能講習

神奈川総支部内

20名

沿岸荷役主任者教習

フオークリフト運転技能講習

30名

40名揚貨装置運転士 実技試験準備練習

沿岸荷役主任者教習

苫小牧市　森林組合ビル　

24名

  20名　

フォークリフト運転技能講習

船内荷役作業主任者技能講習 東北港運会館 20名

フオークリフト運転技能講習

フォークリフト運転技能講習

沿岸荷役主任者教習

24名

  20名　大阪港湾労働者福祉センター

フォークリフト運転技能講習

大阪港湾労働者福祉センター

 20名

  1名

 30名

大阪港湾労働者福祉センター

苫小牧市　森林組合ビル　 30名

  20名　

ガントリークレーン訓練(標準型)

苫小牧市　森林組合ビル　

港湾技能研修センター

12月 2日(木)

24名

  20名　

  20名　

港湾技能研修センター

千　葉 船内荷役作業主任者技能講習 千葉港港運会館 30名

20名

20名

北海道

30名

ガントリークレーン訓練(標準型) 港湾技能研修センター 　2名

 30名

苫小牧市　森林組合ビル　

12月2日（木）

35名

24名

港湾技能研修センター



 

本　部

総支部

小型移動式クレーン運転技能講習 10月14日(木)

（岡山支部主催） 　　　   ～10月16日(土)

沿岸荷役主任者教習 10月15日(金)

（中国総支部） 　　　             ～10月16日(土)

揚貨装置運転実技教習（基本運転・応用運転） 10月18日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～10月23日(土)

フォークリフト運転技能講習「4日ｺｰｽのみ」 10月18日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～10月21日(木)

高所作業車運転技能講習 10月22日(金)

（岡山支部主催） 　　　   ～10月23日(土)

フォークリフト運転技能講習「2日&4日ｺｰｽ」 10月30日(土)

（岡山支部主催） 　　　              ～11月4日(木)

沿岸荷役主任者教習 11月4日（木）

（中国総支部） 　　　              ～11月5日(金)

床上操作式クレーン運転技能講習 11月5日(金)

（岡山支部主催） 　　　   ～11月7日(日)

揚貨装置運転実技教習（基本運転・応用運転） 11月8日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～11月13日(土)

玉掛け技能講習 11月8日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～11月10日(水)

小型移動式クレーン運転技能講習 11月11日(木)

（岡山支部主催） 　　　   ～11月13日(土)

揚貨装置運転実技教習（基本運転・応用運転） 11月15日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～11月20日(土)

フォークリフト運転技能講習「4日ｺｰｽのみ」 11月15日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～11月18日(木)

車両系建設機械運転技能講習 11月19(金)

（岡山支部主催）「2日コースのみ」 　　　            ～11月20日(土)

ショベルローダー等運転技能講習 11月23日(火)

（岡山支部主催）「2日＆４日コース」 　　　   ～11月27日(土)

小型移動式クレーン運転技能講習 12月2日(木)

（岡山支部主催） 　　　   ～12月4日(土)

揚貨装置運転実技教習（基本運転・応用運転） 12月6日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～12月11日(土)

フォークリフト運転技能講習「4日ｺｰｽのみ」 12月6日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～12月9日(木)

車両系建設機械運転技能講習 12月10(金)

（岡山支部主催）「2日＆5日コース」 　　　　　　　  ～12月15日(水)

揚貨装置運転実技教習（基本運転・応用運転） 12月13日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～12月18日(土)

玉掛け技能講習 12月16日(木)

（岡山支部主催） 　　　   ～12月18日(土)

船内荷役作業主任者技能講習 12月20日（月）

（岡山支部主催） ～12月22日(水）

フォークリフト運転技能講習「4日ｺｰｽのみ」 12月23日(木)

（岡山支部主催） 　　　   ～12月26日(日)

高所作業車運転技能講習 12月27日(月)

（岡山支部主催） 　　　   ～12月28日(火)

１２月１日(水)

～１２月３日(金)
　 　

50名

船内荷役作業主任者技能講習

行　　　事 定員

新居浜港湾福祉会館 40名

 4名

20名

 4名

２０名

 4名

水島港湾技能教習所

水島港湾技能教習所 20名

水島港湾技能教習所 20名

10名

水島港湾技能教習所

本部・総支部・支部の各種行事日程のお知らせ

20名

20名

四　国

20名

20名

水島港湾技能教習所

20名

20名

50名

水島港湾技能教習所

 4名

水島港湾技能教習所

水島港湾技能教習所

中　国

水島港湾技能教習所

広島港湾福祉センター

水島港湾技能教習所

水島港湾技能教習所

水島港湾技能教習所

場　　　所期　　　日

水島港湾技能教習所

 4名

20名

水島港湾技能教習所 20名

水島港湾技能教習所 20名

水島港湾技能教習所 20名

水島港湾技能教習所

福山港湾福祉センター

水島港湾技能教習所 20名

水島港湾技能教習所

水島港湾技能教習所

水島港湾技能教習所

水島港湾技能教習所

50名


