
平成２７年度 技能講習・安全衛生教育等実施予定表（４月～９月） 

建設業労働災害防止協会鹿児島県支部 

＊ 種別欄の番号１から１４までの講習・教育は、すべてＣＰＤＳの認定講習です。                 

種別 時間 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

技

能

講

習 

１ 足場の組立て等作業主任者 

【鹿児島労働局長登録番号２－６】 
２日間 (14時間) 

・16～17 ・14～15 

 

・23～24 ・23～24 

・29～30【出】 

・25～26 ・29～30 

２ 型枠支保工の組立て等作業主任者 

【鹿児島労働局長登録番号２－５】 
２日間 (14時間) 

・14～15  ・11～12  ・11～12 

・20～21【出】 

 

３ 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 

【鹿児島労働局長登録番号２－１１】 
３日間(18時間) 

 ・11～13  ・６～８  ・16～18 

４ 木造建築物の組立て等作業主任者 

【鹿児島労働局長登録番号２－８】 
２日間(14時間) 

  ・25～26  ・27～28  

特

別

教

育 

５ 足場組立て等作業従事者特別教育 ６時間 
   平成２７年７月１日からの安衛則改正施行に伴い、特別教育に関

する詳細が示された時点で日程等を組入れます。 

６ 石綿使用建築物等解体等業務特別教育 ４.５時間   ・９   ・３ 

７ 丸のこ等取扱い作業従事者教育 ４時間   ・18【種】  ・18  

８ 振動工具取扱い作業従事者教育 4.5時間 
・９   ・29   ・２ 

安

全

衛

生

教

育 

９ 職長・安全衛生責任者教育 ２日間 (14時間) ・20～21 ・28～29 ・23～24【出】 ・14～15  ・８～９ 

10 足場の組立て等作業主任者能力向上教育 １日間 (7時間) ・10   ・16   

11 職長等に対するリスクアセスメント教育 １日間 (6時間) ・６   ・３   

12 新・総合工事業者のためのリスクアセスメント研修 １日間 (7時間) ・７ ・20  ・10【種】   

13 足場等点検実務者研修 ４時間  ・26   ・５  

14 熱中症予防指導員研修 3.5時間 
・22 ・18 

 

・４ ・15    

15 建設工事に従事する労働者に対する安全

衛生教育(「建設従事者教育」) 
６時間 

・事業場からの要請により、受講者数が１０人以上の場合に日程等調整のうえで、施工現場に赴き随時実

施します。 

・この教育を実施すると、国土交通省発注工事及び鹿児島県発注工事の工事成績評定に反映されます。 



平成２７年度 技能講習・安全衛生教育等実施予定表（１０月～３月） 

建設業労働災害防止協会鹿児島県支部 

＊ 種別欄の番号１から１４までの講習・教育は、すべてＣＰＤＳの認定講習です。                 

 

[注１] 日程の【 】内は会場を示しますが、それぞれの会場は以下のとおりです。 

なお、無印は、鹿児島県建設センター（ 鹿児島市鴨池新町6－10   TEL 099－257－9211 ）です。 

 

【出】：出水建設会館  (出水市緑町34－2  TEL 0996－62－0565)  

【種】：種子島建設会館 （西之表市鴨女町２０９－１  TEL 0997－22－0935） 

  

種別 時間 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

技

能

講

習 

１ 足場の組立て等作業主任者 

【鹿児島労働局長登録番号２－６】 
２日間 (14時間) 

・20～21 ・26～27 ・15～16 ・19～20 ・23～24 ・24～25 

２ 型枠支保工の組立て等作業主任者 

【鹿児島労働局長登録番号２－５】 
２日間 (14時間) 

・15～16  ・10～11  ・９～10  

３ 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 

【鹿児島労働局長登録番号２－１１】 
３日間(18時間) 

 ・11～13   ・17～19  

４ 木造建築物の組立て等作業主任者 

【鹿児島労働局長登録番号２－８】 
２日間(14時間) 

・22～23  ・17～18  ・25～26  

特

別

教

育 

５ 足場組立て等作業従事者特別教育 ６時間 
平成２７年７月１日からの安衛則改正施行に伴い、特別教育に関する詳細が示された時点で日程等を組入れます。 

６ 石綿使用建築物等解体等業務特別教育 ４.５時間   ・４   ・３ 

７ 丸のこ等取扱い作業従事者教育 ４時間 ・６  ・８  ・16  

８ 振動工具取扱い作業従事者教育 4.5時間   ・３   ・７ 

安

全

衛

生

教

育 

９ 職長・安全衛生責任者教育 ２日間 (14時間) ・13～14 ・19～20  ・26～27  ・17～18 

10 足場の組立て等作業主任者能力向上教育 １日間 (7時間) ・５   ・13   

11 職長等に対するリスクアセスメント教育 １日間 (6時間) ・27   ・25   

12 新・総合工事業者のためのリスクアセスメント研修 １日間 (7時間)    ・18  ・23 

13 足場等点検実務者研修 ４時間  ・５   ・４  

14 熱中症予防指導員研修 3.5時間       

15 建設工事に従事する労働者に対する安全

衛生教育(「建設従事者教育」) 
６時間 

・事業場からの要請により、受講者数が１０人以上の場合に日程等調整のうえで、施工現場に赴き随時実

施します。 

・この教育を実施すると、国土交通省発注工事及び鹿児島県発注工事の工事成績評定に反映されます。 



[注２] 受講申込みは、所定の申込書により受講希望日の１ヶ月前から２週間前までに、受講料を添えて建災防鹿児島県支部へお申込みください。 

（講習・教育等の案内書、申込書は、「鹿児島県建設業協会」のホームページからダウンロードできます。） 

[注３] 受講資格が必要な場合がありますので、申込の際に確認してください。 

[注４] 申込書に記入された氏名、生年月日等の個人情報は、本講習・教育等以外の目的には使用しません。 

[注５] 受講定員は１００名としていますが、会場の収容人員等の関係で定員をこれ以下にすることがあります。 

[注６] 種別番号１～１５については、申込者が３０名に満たない場合、あるいはその他やむをえない事由により、開催時期の変更、または取り止める場合がありま

す。 

[注７] 種別番号１５は、受講者が１０名未満の場合は実施しません。 

[注８] 上記の講習、教育は、すべて【ＣＰＤＳ】の認定を受ける予定です。（ただし、１５を除きます） 

[注９] 受講料、テキスト代は次表（表の番号は、種別を示す）のとおりです。（ただし、１５を除きます） 

 

【受講料】 ［１人当たりの金額。ただし、１５を除き、別途、テキスト代が必要］ 

予定表の 

種別番号 
受講料 テキスト代 

予定表の 

種別番号 
受講料 テキスト代 

１【足主】 １０，２００円 １，６５０円 ９【職・安】 １２，０００円 ２，０６０円 

２【型主】 １０，２００円 １，９５０円 １０【足能】 ７，０００円 １，５４０円 

３【地・土】 

    全科目   １７，４００円 

２，５７０円 

１１【職リ】 ６，５００円 １，２３０円 

科目一部 

免除者 

Ａ  １４，８００円 １２【総り】 ８，５００円 ２，５７０円 

Ｂ ７，８００円 １３【足点】 ５，５００円 １，５４０円 

４【木主】 

全科目   １０，２００円 

１，５４０円 

１４【熱指】 ６，０００円 １，５４０円 

科目一部 

免除者 

Ａ ８，８００円 

１５【建従】 

受講者数 

10人～14人 

  １０，０００円 

(テキスト代含) 

Ｂ 
 ７，８００円 

同 15人～19人 ９，０００円(同上) 

Ｃ 同 20人以上 ８，０００円(同上) 

５【足特】 ６，５００円(予定)   （未定）    

６【石綿】 ６，５００円    ８２０円 

７【丸のこ】 ６，０００円 １，０３０円    

８【振動】     ６，５００円 １，２３０円    

 

 

 

【問合せ先】 

建設業労働災害防止協会鹿児島県支部  

（ 鹿児島市鴨池新町6－10 TEL 099－257－9211 ） 


