
種　　別 会　　　場 定員
テキスト代

(内税) 合　計

学
4月4日 Ａ 1,650 24,750

～ 5日 Ｂ 1,650 23,590

実
4月10日

～ 12日

学

実
4月5日

～26日

学
4月13日

～ 14日

実
4月18日

～ 25日

学

4月24日

～ 25日

学
4月20日

～ 21日

学
4月18日 免除なし 5,280 49,280

～ 19日 免除あり 5,280 45,980

学
4月6日

～ 7日

実
4月8日

～ 9日

学
会 員 ※ 8,800 990 9,790

非会員 ※11,220 990 12,210

会 員 ※ 7,590 990 8,580

非会員 ※10,010 990 11,000

学
6,820 930 7,750

9,020 930 9,950

学
会 員 14,850 1,650 16,500

非会員 17,050 1,650 18,700

会 員 13,750 880 14,630

非会員 15,950 880 16,830

5,390 968 6,358

6,930 968 7,898

5,390 968 6,358

6,930 968 7,898

5,390 968 6,358

6,930 968 7,898

現時点で、予定している講習会等は新型コロナウイルス感染防止について適切に対応した上で実施いたします。
但し、状況が悪化した場合等は検討後、講習等を中止または延期する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講者の健康の確保や感染拡大防止の観点から、以下の対応をお願いします。
①マスクの着用を含む咳エチケット、手洗い、アルコール消毒等の実施。(マスクは各自ご用意をお願いします。)
②発熱等の風邪症状がみられる場合には、受講について見合わせる等ご配慮ください。
※詳しくは当協会ホームページをご覧ください。

4月各種技能講習等のお知らせ

※講習名をクリックして、開催状況をご確認ください。

開催月日 受講料(内税)

1,650 22,550

（上記のうち1日）

フォーク
リフト運転
技能講習

4月3日
松江市学園1-5-35
島根労働基準協会

60 34,650 1,650 36,300
松江市八雲町熊野4524
山陰マテリアル㈱資材センター内
（旧 松江土建㈱資材センター）
島根労働基準協会実技会場

(日曜を除く3日間)

玉掛け
技能講習

松江市学園1-5-35
島根労働基準協会

60

23,100

21,940

松江市八雲町熊野4524
山陰マテリアル㈱資材センター内
（旧 松江土建㈱資材センター）
島根労働基準協会実技会場

Ｃ 20,900

1,705 29,205

松江市八雲町熊野4524
山陰マテリアル㈱資材センター内
（旧 松江土建㈱資材センター）
島根労働基準協会実技会場

免除あり 26,400 1,705 28,105

小型移動式
クレーン運転
技能講習

松江市学園1-5-35
島根労働基準協会

60

免除なし 27,500

（上記のうち平日1日）

建築物石綿含有建材
調査者講習（一般）

松江市学園1-5-35
島根労働基準協会

60

44,000

40,700

15,730

石綿作業
主任者技能講習

松江市学園1-5-35
島根労働基準協会

60 ※13,750 1,980 15,730

特定化学物質及び
四アルキル鉛等作
業主任者技能講習

松江市学園1-5-35
島根労働基準協会

60 13,750 1,980

フルハーネス型墜落制止用
器具使用作業の業務に係る
特別教育

4月10日
松江市学園1-5-35
島根労働基準協会 50

④

①～③

1,705 17,765

松江市八雲町熊野4524
山陰マテリアル㈱資材センター内
（旧 松江土建㈱資材センター）
島根労働基準協会実技会場

非会員 18,260 1,705 19,965

クレーン運転
業務特別教育

松江市学園1-5-35
島根労働基準協会

60

会　員 16,060

（上記のうち　半日）

職長・安全衛生
責任者教育

4月11日

松江市学園1-5-35
島根労働基準協会 60

Ａ

～ 12日

Ｂ

【New】
石綿使用建築物等解体等
業務特別教育

4月17日
松江市学園1-5-35
島根労働基準協会

60

会　員

非会員

雇入れ時の安全衛生教育

4月24日
浜田市下府町327-114
島根県トラック協会
西部研修会館

35

会　員

非会員

4月26日 松江市学園1-5-35
島根労働基準協会

60

会　員

非会員

4月27日 出雲市今市町2065
パルメイト出雲

60

会　員

非会員
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