
※会場・講師等の都合により予定を変更することがございます。

※ご受講を希望される方は、右側[ネット予約システム]のバナーのリンク先からお申込みください。(http://www.jukou-net.jp/hyogo-roki/nenkan.php?ar=0)

 　講習をお申込みいただくには、利用者登録が必要です。利用者登録がお済みでない方は、ネット予約マイページから利用者登録をお願いします。

※臨時で開催する講習は、講習初日の3か月前の10日（休日の場合はその後の営業日）の受付開始日より前に受付を開始する場合がございます。

最終更新日： 令和5年5月11日 更 新 内 容： 有機溶剤作業主任者　追加　臨時第2回（10/5・6姫路）　6/12午前10時受付開始　　／　　　特定化学物質作業主任者　追加　臨時第１回（10/23・24神戸）　6/12午前10時受付開始

講習会場 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/12 7/10 8/4 9/11 10/10 11/10 12/11

午前10時 午前10時 午前10時 午前10時 午前10時 午前10時 午前10時 午前10時 午前10時 午前10時 午前10時 午前10時

神戸 ①２４(水)・２５(木) ②３１(月)・８/１(火) ③２３(月)・２４(火) ④１８(月)・１９(火) ⑤６(水)・７(木)

神戸 ①１１(木)・１２(金) ②１８（火)・１９(水) ③１１(月)・１２(火) ④９(木)・１０(金) ⑤１１(木)・１２(金) ⑥４(月)・５(火)

神戸 ①１７(月）・１８(火） ②１９(月)・２０(火) ③７(木)・８(金) ④４(月)・５（火) ⑤２６(月)・２７(火)

神戸
①６(木)・７(金)
②２６（水)・２７(木)

③９(火)・１０(水)
④２９(月)・３０(火)

⑤５(月)・６（火) 中止
⑥２６(月)・２７(火)

⑦３(月)・４(火)
⑧２０(木)・２１(金)

⑨７(月)・８(火) 中止
⑪３１(木)・９/１(金)

⑫２５(月)・２６(火)

⑬５（木)・６(金)
⑭１２(木)・１３(金)中止

臨①23(月)・24(火）
臨①のみ6/12 10時受付開始

⑮１(水)・２(木) ⑰１１(月)・１２（火)
⑱２０(水)・２１(木)

⑲２９(月)・３０(火) ⑳８(木)・９(金) ㉑１８(月)・１９(火)

姫路 ⑩２１(月)・２２(火) ⑯１３(月)・１４(火)

神戸 臨①１０(月）・１１（火） ①１１(木)・１２(金) 臨②５(月)・６（火) ②１３(木)・１４(金) 臨③７(月)・８(火) ④２９(水)・３０(木） ⑤１８（木)・１９(金) ⑥１１(月)・１２(火)

尼崎 臨④１３（木）・１４（金）
随時受付

臨⑥８（火）・９（水）
随時受付

姫路
臨⑤２２(木）・２３(金）
随時受付

③２１(木)・２２(金)

神戸 ②２４(月)・２５(火) ③１８(木)・１９(金)
④８(木)・９(金)
⑤２８(水)・２９(木)

⑥６(木)・７(金) ⑧２１(月)・２２(火) ⑨１９(火)・２０(水)
⑩１０(火)・１１(水)
⑪３０(月)・３１(火)

⑫２７(月)・２８(火) ⑬１８(月)・１９(火) ⑮３１(水)・２/１(木) ⑯１５(木)・１６(金) ⑰６(水)・７(木)

姫路 ①１０(月)・１１(火) ⑦２４(月)・２５(火)
臨①３１（月）・８／１（火）

臨②５（木）・６（金）
６/12　10時受付開始

⑭２２(月)・２３(火)

神戸 ①１２（水)～１４(金) ③１５(月)～１７(水)
⑤３１(水)～６/２(金)

⑦２１(水)～２３(金) ⑧１０(月)～１２(水)
⑨２６(水)～２８(金)

⑪２３(水)～２５(金)
⑬４（月)～６(水)
⑭１３(水)～１５(金)

⑯１８(水)～２０(金)
⑰２５(水)～２７(金)

⑱６(月)～８(水)
⑳２０(月)～２２(水)

㉑６(水)～８(金)
㉒１３(水)～１５(金)

㉔２４(水)～２６(金)
㉕５(月)～７(水)
㉖１９(月)～２１(水)
㉗２８(水)～３/１(金)

㉘１３(水)～１５(金)

姫路 ②１９(水)～２１(金) ④２４（水)～２６(金) ⑥１４(水)～１６(金) ⑩２(水)～４(金)
⑫２８(月)～３０(水）

⑮２(月)～４(水) ⑲１５(水)～１７(金) ㉓１５(月)～１７(水)

神戸 ①２７（水)・２８(木)

学科　明
石

実技　神

12(木)・１３（金）
１６（月)～１９（木）いずれか１日

神戸 ２４(金)

神戸 ①２８(金) ②３０(金) ③２９(金) ④１(金) ⑤２(金)

神戸 9(水）

神戸 １８（金）

神戸 ３０（水）

神戸 ①１３(火)～１６(金） ②１４(火)～１７(金)

神戸
①２２（月)・２３(火)
※受付開始は3/10午
前10時

②18（火）・１９（水） ③３（木）・４（金） ④１１（月）・１２（火）

姫路
臨①５（火）・６（水）
随時受付

化学物質管理者講習（6時間）
[化学物質を取り扱う事業場向け／６時間]

神戸 ①１９日（水）
※受付開始は2/27午前10時

一般建築物 神戸 ①２０(木)・２１（金) ②２２（月)・２３(火) ③２４(月)・２５(火) ④28(月)・２９（火) ⑤２１(木)・２２(金） ⑥９(木)・１０(金) ⑦13(火)・１４(水）

一戸建て等建築物 神戸 ①１８(火) ②２０(木) 　中止 ③１７(火)　　中止 ④１７(水)　　中止

再考査(一般・一戸建て） 神戸 ①１９(月) ②１３(水) ③１１(月) ④１１（月)

※各地区労働基準協会で随時実施しております。各地区の実施予定表をご確認ください。

石綿含有建材調査者

鉛作業主任者

廃棄物の焼却施設に関する業務（ダイオキシン類）に係る特別教育

産業用ロボット(教示等･検査等)の業務に係る特別教育

特定化学物質作業主任者能力向上教育

有機溶剤作業主任者能力向上教育

足場の組立て等作業主任者能力向上教育

　　【新設】
　　化学物質管理者

そ

の
他

衛生管理者受験準備講習

安全管理者選任時研修

　　　　（順次開催予定）
化学物質管理者講習（専門的）
[化学物質を製造する事業場向け／2日間]

　　　　（順次開催予定）

令和５年度　各　種　講　習　等　実　施　予　定　表

作
業
主
任
者
技
能
講
習

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

受付開始日時

プレス機械作業主任者

有機溶剤作業主任者

石綿作業主任者

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

乾燥設備作業主任者

足場の組立て等作業主任者

ネット予約マイページ

受講日変更について 受講者変更について(申込確定後)
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