
更新日 令和3年12月10日

　 ■ご案内情報は、新しい情報が入り次第、随時更新いたします。

■日程は予定です。変更される場合がございます。　

■詳しくは担当分会にお問い合わせください。

会員 11,000円

員外 13,000円

担当分会 募集人数 連絡先(tel)

   

注：価格は消費税込みです。

注：講習時間は前後する場合がありますので、担当分会にご確認ください。

16,500円

8,800円 テキスト代を含む

12,100円

担当分会 募集人数 連絡先(tel)

釧路 ３０名 0154-52-3307

札幌 未定 011-682-5319

注：価格は消費税込みです。

注：講習時間は前後する場合がありますので、担当分会にご確認ください。

注：テキストの事前送付を希望される方は、手数料実費(５００円程度)を加算させていただきます。

注：再受講料は3,３００円(消費税込み)。ただしテキスト代は含みません。

会員 4,500円

員外 5,500円

担当分会 募集人数 連絡先(tel)

   

   

注：価格は消費税込みです。

注：講習時間は前後する場合がありますので、担当分会にご確認ください。

会員 13,000円

員外 15,000円

担当分会 募集人数 連絡先(tel)

　 　 　

注：価格は消費税込みです。

注：講習時間は前後する場合がありますので、担当分会にご確認ください。

Ｃ　製材安全士

講習日程 開催場所

 

テキスト代を含む

受講料 テキスト代を含む

講習日程 開催場所

講習予定はありません 　

受講料

講習予定はありません  

R４   1/12～13    9:00～19:00 釧路市　釧路工業技術センター

伐木等業務安全衛生特別教育(省令改正による5.0時間補講)

安衛則第３６条第８号の２による特別教育(小径木)を受講済みの方を対象とした講習です。

 

講習予定はありません  

各種労働安全衛生教育のご案内

造林作業指揮者等安全衛生教育

講習日程 開催場所

受講料 テキスト代を含む

講習日程 開催場所

木材加工用機械作業主任者技能講習

受講料

Ａ　一般  

Ｂ　技能検定1･2級

R4   3月 未定

伐木等業務安全衛生特別教育(省令改正による2.5時間補講)

安衛則第３６条第８号による特別教育(大径木)を受講済みの方を対象とした講習です。



会員 20,000円

員外 22,000円

担当分会 募集人数 連絡先

苫小牧 ３０名 0144-53-6711

苫小牧 ３０名 0144-53-6711

帯広 ４０名 0155-23-4206

札幌 未定 011-682-5319

北見 ４０名 0157-23-7590

北見 ４０名 0157-23-7590

注：価格は消費税込みです。

注：各日のスケジュールについては担当分会にご確認ください。(３日目は午前で終了する場合があります)

会員 10,000円

員外 12,000円

担当分会 募集人数 連絡先(tel)

苫小牧 ４０名 0144-53-6711

北見 ４０名 0157-23-7590

帯広 ４０名 0155-23-4206

旭川 ４０名 0166-22-8621

札幌 未定 011-682-5319

注：価格は消費税込みです。

注：講習時間は前後する場合がありますので、担当分会にご確認ください。

会員 9,000円

員外 11,000円

担当分会 募集人数 連絡先(tel)

北見 ４０名 0157-23-7590

帯広 ４０名 0155-23-4206

注：価格は消費税込みです。

注：講習時間は前後する場合がありますので、担当分会にご確認ください。

会員 9,000円

員外 11,000円

担当分会 募集人数 連絡先(tel)

北見 ４０名 0157-23-7590

注：価格は消費税込みです。

注：講習時間は前後する場合がありますので、担当分会にご確認ください。

帯広市　とかちプラザ

R4   2/18    8:30～16:00 北見市　オホーツク木のプラザ

講習日程

伐木等業務従事者安全衛生教育(再教育)

伐木等の業務に従事している方を対象とした安全衛生水準の向上を図るための講習です。

受講料 テキスト代を含む

開催場所

R4   2/10    8:30～16:00 北見市　オホーツク木のプラザ

R4   3/3　9:00～17:00

テキスト代を含む

講習日程

刈払機取扱作業者安全衛生教育(再教育)

刈払機を使う業務に従事されている方を対象とした安全衛生水準の向上を図る講習です。

受講料

開催場所

R4   2/16    8:30～16:00 北見市　オホーツク木のプラザ

R4   3月 未定

R4   3/23    9:00～16:50 旭川市　工業技術センター

R4   3/30～4/1    8:30～17:00 北見市　オホーツク木のプラザ

テキスト代を含む

講習日程 開催場所

R4   2/17    9:00～17:00 帯広市　エールセンター十勝

R4   1/7    9:00～16:10 苫小牧市　日本軽金属(株)研修室

刈払機取扱作業者安全衛生教育

刈払機を使う業務に新たに従事される方を対象とした講習です。

新・チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育（R2.8.1施行）

安衛則第３６条、特別教育規程第１０条による特別教育を新規に受講される方を対象とした講習です。

テキスト代を含む

講習日程

受講料

帯広市　エールセンター十勝

北見市　オホーツク木のプラザ

R3   12/15～17    9:00～17:10

R4   2/2～4    9:00～17:10

受講料

開催場所

R4   2/14～16　9:00～17:00

苫小牧市　日本軽金属(株)研修室

苫小牧市　日本軽金属(株)研修室

R4   3月 未定

R4   3/2～4    8:30～17:00



会員

員外

担当分会 募集人数 連絡先

北見 ４０名 0157-23-7590

北見 ４０名 0157-23-7590

注：価格は消費税込みです。

注：講習時間は前後する場合がありますので、担当分会にご確認ください。

会員 10,000円

員外 14,000円

担当分会 募集人数 連絡先

    

注：価格は消費税込みです。

注：講習時間は前後する場合がありますので、担当分会にご確認ください。

受講料 テキスト代を含む

講習日程

チェーンソーの構造・整備・目立ての講習及び、蜂被害対策に関する講習

注：受講料欄における３区分 → 上記①～③の講習のうち、３つすべてを受講する場合。

3区分  28,000円
受講料

1区分  12,000円 2区分  18,000円

開催場所

2区分  21,000円

  

講習予定はありません

講習日程 開催場所

注：受講料欄における１区分 → 上記①～③の講習のうち、いずれか１つを受講する場合。

注：受講料欄における２区分 → 上記①～③の講習のうち、いずれか２つを受講する場合。

　　　　　　　　　　　　　　　車両系木材伐出機械等の運転業務特別教育

　　①伐木等機械の運転業務（安衛則第36条第６号の2）

　　②走行集材機械の運転業務（安衛則第36条第６号の3）

　　③簡易架線集材装置等の運転業務（安衛則第36条第7号の2）

3区分  24,000円
テキスト代を含む

R4   1/11～12    8:30～17:00 北見市　サンケイビル　２Ｆ会議室

R4   3/16～17    8:30～17:00 北見市　オホーツク木のプラザ

1区分  14,000円


