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各　　種　　講　　習　　会　　等
実　　　　　　施　　　　　　予　　　　　　定　　　　　　月

受
験
準
備

衛生管理者受験準備講習（第１種）対象：すべての業種
(常時50人以上の事業場に必要な資格のための準備講習　３日間コース）

衛生管理者受験準備講習（第２種）対象：有害業務と関連の少ない一定の業種
(常時50人以上の事業場に必要な資格のための準備講習　２日間コース)

ガス溶接技能講習
（ガス溶接・溶断等に必要な資格）

詳細は、開催月の２か月前の２５日にホームページで更新されます。
ＵＲＬ　　http://www.kumaroukikyo.or.jp

資格者の充足状況をご確認下さい。（作業主任者は正副２名以上の選任が望まれます。）

２０１９年度　各種講習・教育等事業実施計画表

一般社団法人　熊本県労働基準協会

特

別

教

育

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育（高さが２ｍ以上の箇所で作業床を設ける
ことが困難な場所でのフルハーネス型安全帯を使用する場合に必要な資格）

玉掛け技能講習
（1トン以上のクレーン等の玉掛け業務に必要な資格）

技

能

講

習

乾燥設備作業主任者技能講習
（一定規模以上の乾燥設備の作業に必要な資格）

プレス機械作業主任者技能講習（プレス機械を5台以上有する事業場に必要な資格）
金型の取付け等についての実務経験等があれば、金型の取付け等の資格も得られます

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
（酸素欠乏・硫化水素危険場所における作業に必要な資格）

はい作業主任者技能講習
（高さ2メートル以上のはい付け、崩しの作業に必要な資格）

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
（特定化学物質又は四アルキル鉛等を取扱う場合に必要な資格）

石綿作業主任者技能講習
（石綿や石綿含有物を取り扱う作業等に必要な資格）

有機溶剤作業主任者技能講習
（屋内作業場等において有機溶剤を取り扱う作業に必要な資格）

床上操作式クレーン運転技能講習
（つり上げ荷重５トン以上の床上操作式クレーン運転業務に必要な資格）

廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育
（廃棄物焼却施設においてダイオキシン類等を取扱うことになる作業に必要な教育）

小型移動式クレーン運転技能講習
（つり上げ荷重１トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務に必要な資格）

高所作業車運転技能講習
（作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の業務に必要な資格）

クレーン運転の業務に係る特別教育
（つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転業務に必要な教育）

アーク溶接の業務に係る特別教育
（アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に必要な教育）

機械研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
（機械研削といしの取替え又は試運転の業務に必要な教育）

自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
（手持ちグラインダー等のといしの取替え又は試運転の業務に必要な教育）

酸素欠乏・硫化水素危険作業に係る特別教育
（酸素欠乏・硫化水素危険場所における作業に必要な教育）

特定粉じん作業に係る業務の特別教育
（特定粉じん作業に従事させる場合に必要な教育）

低電圧の充電部分の露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育
（上記取り扱いに必要な教育。活線作業及び活線近接作業の方法についての学科も行います。）

熱中症予防指導員研修
（厚生労働省通達に基づく作業管理者等に対する熱中症予防のための研修）

　　　今年度開催の予定はありません

６月２７日～２８日
　熊本市

健康障害防止のための化学物質リスクアセスメント研修（中災防共催）
（化学物質による健康障害防止のためのＲＡ手法を演習を通じて学ぶ研修）

全国産業安全衛生大会
１０月２３日～１０月２５日

京都市

熊本県産業安全衛生大会 １０月４日
くまもと森都心プラザホール

新入者安全衛生教育
（労働者の雇入等の際に義務付けられている教育）

働くときのマナー・ルールの基礎講座
（新入者のための働くときのＡＢＣ）

安全衛生推進者養成講習（常時10人以上50人未満の製造業等の業種の事業場に
選任を義務付けられている安全衛生推進者の講習）

衛生推進者養成講習（安全衛生推進者選任義務のある業種以外の常時10人以上50人
未満の事業場に義務付けられている衛生推進者の講習）

事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修（中災防共催）
（厚労省の「労働者の心の健康の保持増進指針」に基づいて選任努力義務が規定されている研修）

有機溶剤作業主任者能力向上教育作業主任者資格取得後、定期的（概ね５年毎）
に能力の向上を図るために実施する教育（安全衛生法第19条-2）

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者能力向上教育（同上）

熊本県職場親善ソフトボール大会
１０月未定
（熊本市）

熊本県労働衛生管理研究会

　　　今年度開催の予定はありません

上記の実施月は、予定ですので、都合により変更することがあります。詳細については下記へお問い合わせ下さい。

※受付は講習が開催される地区の支部で行いますが熊本開催の分で太字のものについては本部での受付となります。

※講習によっては出張講習にも対応できることがございますのでご相談下さい。

一般社団法人　熊本県労働基準協会

本　　　部 〒861-5535 熊本市北区貢町691-1 096-245-7821 096-245-7825

そ

の

他

の

安

全

等

教

育

ゼロ災運動ＫＹＴトレーナー研修会（中災防共催）
（ＫＹＴ（危険予知訓練）トレーナーを養成する研修）

８月１日～２日
　熊本市

職場リーダー向けリスクアセスメント実務研修（中災防共催）
（職場の管理監督者等を対象としたリスクアセスメントの実際の進め方の研修）

２月４日　熊本市

医療安全のための危険予知活動研修会（中災防共催）
（医療介護従事者の労働災害と医療介護の過誤による事故を防止するための研修）

　　　　今年度開催の予定はありません
　　　　衛生推進者該当事業場も事故が多発しているので安全管理体制を充実させるため安全衛生推進者の受講を勧めています。

安全管理者選任時研修
（安全管理者を選任する際、受講が必要な講習）

職長・安全衛生責任者教育
（製造業等の業種において職長や安全衛生責任者に対して義務付けられている教育）

衛生管理者能力向上教育（安全衛生法19条の2により事業者が衛生管理者に対し、
一定期間ごとに能力の向上を図るための教育を行い又は教育を受ける機会を与えるようになっ
ているために実施する能力向上教育）

　　　　今年度開催の予定はありません

熊本支部 〒861-5535 熊本市北区貢町691-1 096-245-7732 096-245-7825

八代支部 〒866-0852 八代市大手町2-2-18（エイコービル4階） 0965-35-2400 0965-35-2476

玉名支部 〒865-0016 玉名市岩崎154-1(坂本ビル1階） 0968-71-1601 0968-71-1602

人吉支部 〒868-0058 人吉市灰久保町18-2（青井ビル１階） 0966-28-3420 0966-28-3421

阿蘇支部 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2199-1（中村ビル1階） 0967-35-4021 0967-35-4022

天草支部 〒863-0048 天草市中村町20-8 0969-27-0002 0969-27-0003

菊池支部 〒861-1306 菊池市大琳寺239（本田ビル2階） 0968-26-5860 0968-26-5865


