
① 種類

玉掛け技能講習 第１部 第２部 第４部 第５部

② 受講資格

第１部 資格なし

第２部 小型移動式クレーン及び床上操作式クレーン技能講習修了者。クレーン運転士免許所持者

第４部 玉掛けの補助作業（制限荷重が1トン以上）の業務等に６ヶ月以上従事した方

第５部 玉掛け特別教育修了者で,つり上げ荷重１トン未満（クレーン・移動式クレーン・デリック）の

実務経験６ヶ月以上の方

③ 実施時期

第１１６回 平成３１年 ２０日（土） ２１日（日）

第１１７回 ２０１９年 １８日（土） １９日（日）

第１１８回 ２０１９年 １５日（土） １６日（日）

第１１９回 ２０１９年 １４日（日） １５日（祝）

第１２０回 ２０１９年 ２２日（日） ２３日（祝）

第１２１回 ２０１９年 １９日（土） ２０日（日）

第１２２回 ２０１９年 １６日（土） １７日（日）

第１２３回 ２０１９年 １４日（土） １５日（日）

第１２４回 ２０２０年 ２５日（土） ２６日（日）

第１２５回 ２０２０年 ２３日（土） ２４日（振）

第１２６回 ２０２０年 ２８日（土） ２９日（日）

④ 実施場所

山口県宇部市大字善和203番地118

山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

⑤ 科目

第１部 学科（クレーン。力学。玉掛け。法令） 実技（玉掛け。合図）※免除なし

第２部 学科（クレーン。玉掛け。法令） 実技（玉掛け）　※学科力学③　  実技合図①免除

第４部 学科（クレーン。力学。玉掛け。法令） 実技（玉掛け）　※学科玉掛け①　実技玉掛け②免除

第５部 学科（クレーン。力学。玉掛け。法令）

⑥ 時間

第１部 学科１２時間（クレーン１+玉掛け７+力学３+法令１） 実技７時間（玉掛け６+合図１） 計１９時間

第２部 学科　９時間（クレーン１+玉掛け７+力学０+法令１） 実技６時間（玉掛け６+合図０） 計1５時間

第４部 学科１１時間（クレーン１+玉掛け６+力学３+法令１） 実技５時間（玉掛け４+合図１） 計１６時間

第５部 学科１１時間（クレーン１+玉掛け６+力学３+法令１） 実技４時間（玉掛け４+合図０） 計１５時間

⑦ 受講定員

学科 ２０名 実技 １０名　（機械１台あたり）

⑧ 講師の氏名

⑨ 料金

第１部 受講料 ２３，６５１円 テキスト代 １，７４９円 合計 ２５，４００円

第２部 受講料 １８，４５１円 テキスト代 １，７４９円 合計 ２０，２００円

第４部 受講料 １９，４５１円 テキスト代 １，７４９円 合計 ２１，２００円

第５部 受講料 １８，４５１円 テキスト代 １，７４９円 合計 ２０，２００円

山下　博美。 佐野村　進。 落合　廣美。 茅原　等。 島田　俊弘。 上野　正公。 喜志多　孝策。

平成３１年度技能講習実施計画書

４月１９日（金）

５月１７日（金）

６月１４日（金）

７月１３日（土）

平成31年4月1日

山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

センター長　　　喜志多　孝策

実技（玉掛け）　※学科玉掛け①　実技玉掛け②合図①免除

９月２１日（土）

１０月１８日（金）

１１月１５日（金）

１２月１３日（金）

１月２４日（金）

２月２２日（金）

３月２７日（金）



① 種類
第１部 第２部 第３部

② 受講資格
第１部 下記資格のない人
第２部 ・大型特殊自動車免許所持者（第二種含む）（カタピラ付限定は不可）

・普通。準中型。中型。大型自動車免許所持者（第二種含む）で、フォークリフト特別教育修了して
　運転経験３ヶ月以上の者

第３部 ・大型特殊自動車免許所持者（第二種含む）（カタピラ付限定）で、未経験者
・普通。準中型。中型。大型自動車免許所持者（第二種含む）で、未経験者

③ 実施時期 （※第２部該当者は初日及び最終日のみ２日間）
第１５１回 平成３１年 ２７日（土） ２８日（日） ２９日（祝） ３０日（振） 第１部

平成３１年 ２８日（日） ２９日（祝） ３０日（振） 第２部 第３部
第１５２回 ２０１９年 ２８日（金） ２９日（土） ３０日（日）
第１５３回 ２０１９年 １４日（土） １５日（日） １６日（祝）
第１５４回 ２０１９年 １１日（金） １２日（土） １３日（日） １４日（祝） 第１部

２０１９年 １２日（土） １３日（日） １４日（祝） 第２部 第３部
第１５５回 ２０１９年 ２２日（金） ２３日（祝） ２４日（日）
第１５６回 ２０１９年 ２０日（金） ２１日（土） ２２日（日）
第１５７回 ２０２０年 ９日（日） １０日（月） １１日（祝）
第１５８回 ２０２０年 ３月１９日（木） ２０日（祝） ２１日（土） ２２日（日）

④ 実施場所
山口県宇部市大字善和203番地118
山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

⑤ 科目
第１部 学科（荷役。力学。法令。走行） 実技（荷役。走行）
第２部 学科（荷役。力学。法令） 実技（荷役）　 ※学科（走行）　  実技（走行）　免除
第３部 学科（荷役。力学。法令） 実技（荷役。走行）　 ※学科（走行）　　免除

⑥ 時間
第１部 学科１１時間（荷役４+力学２+法令１+走行４） 実技２４時間（荷役４+走行２０）　 計３５時間
第２部 学科　７時間（荷役４+力学２+法令１） 実技　４時間（荷役４）　　　　　　 計1１時間
第３部 学科　７時間（荷役４+力学２+法令１） 実技２４時間（荷役４+走行２０）　 計３１時間

⑦ 受講定員
学科 ２０名 実技 １０名　（機械１台あたり）

⑧ 講師の氏名

⑨ 料金
第１部 受講料 ３７，４５７円 テキスト代 １，５４３円 合計 ３９，０００円
第２部 受講料 １９，４５７円 テキスト代 １，５４３円 合計 ２１，０００円
第３部 受講料 ３１，４５７円 テキスト代 １，５４３円 合計 ３３，０００円

１１月２１日（木）
１２月１９日（木）

山下　博美。 佐野村　進。 落合　廣美。 茅原　等。 島田　俊弘。 野村　武男。藤本　泰正。
上野　正公。 喜志多　孝策。 原野　利重。

平成３１年度技能講習実施計画書

平成31年4月1日
山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

センター長　　　喜志多　孝策

２月　８日（土）

１０月１０日（木）

フォークリフト運転技能講習

６月 ２７日（木）

４月２６日（金）
４月２７日（土）

９月１３日（金）

１０月１１日（金）



① 種類
車両系建設機械（整地。運搬。積込み用及び掘削用）技能講習 第１部 第３部

② 受講資格
第１部 下記資格のない方
第３部 ・大型特殊自動車免許所持者（第二種含む）

・不整地運搬車運転技能を修了した者
・普通。準中型。中型。大型。大型特殊（限定）自動車免許所持者（第二種含む）で、
　小型車両系建設機械（整地等）（基礎）（解体）または不整地運搬車特別教育修了して
　運転経験３ヶ月以上の者

③ 実施時期
第１２３回 ２０１９年 ３日（祝） ４日（祝） ５日（日） ６日（振） 第１部

２０１９年 ４日（祝） 第３部
第１２４回 ２０１９年 ２日（日） 第３部
第１２５回 ２０１９年 ７日（日） 第３部
第１２６回 ２０１９年 ４日（日） 第３部
第１２７回 ２０１９年 １４日（土） １５日（日） １６日（祝） １７日（火） 第１部

２０１９年 １５日（日） 第３部
第１２８回 ２０１９年 １３日（日） 第３部
第１２９回 ２０１９年 １０日（日） 第３部
第１３０回 ２０１９年 １５日（日） 第３部
第１３１回 ２０２０年 ２６日（日） 第３部
第１３２回 ２０２０年 ２４日（振） 第３部
第１３３回 ２０２０年 １５日（日） 第３部

④ 実施場所
山口県宇部市大字善和203番地118
山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

⑤ 科目
第１部 学科（作業。運転。法令。走行） 実技（作業。走行）
第３部 学科（作業。運転。法令） 実技（作業）　 ※学科（走行）　実技（走行）　免除　

⑥ 時間
第１部 学科１３時間（作業５+運転３+法令１+走行４） 実技２５時間（作業５+走行２０） 計３８時間
第３部 学科　９時間（作業５+運転３+法令１） 実技５時間（作業５） 計１４時間

⑦ 受講定員
学科 ２０名 実技 １０名　（機械１台あたり）

⑧ 講師の氏名

喜志多　孝策。

⑨ 料金
第１部 受講料 ９３，７６６円 テキスト代 １，２３４円 合計 ９５，０００円
第３部 受講料 ３９，０６６円 テキスト代 １，２３４円 合計 ４０，３００円

２月２３日（日）

５月　３日（祝）

７月　６日（土）

３月　１４日（土）

平成３１年度技能講習実施計画書

三宅　克則。 佐野村　進。 茅原　等。 島田　俊弘。 落合　廣美。 喜志多　伸彦。

平成31年4月1日
山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

センター長　　　喜志多　孝策

１月２５日（土）

８月３日（土）
９月１３日（金）
９月１４日（土）

１１月　９日（土）
１２月１４日（土）

１０月１２日（土）

５月　２日（振）

６月　１日（土）



① 種類
高所作業車運転技能講習 第２部 第３部

② 受講資格
第２部 ・小型移動式クレーン技能講習修了者

・移動式クレーン運転士免許所持者
第３部 ・普通。準中型。中型。大型。大型特殊自動車免許所持者（第二種含む）

・フォークリフト運転技能講習。ショベルローダ等運転技能講習を修了した者。
・車両系建設機械（整地等）（基礎工事用）（解体用）運転技能講習を修了した者。
・不整地運搬車運転技能講習を修了した者。

③ 実施時期
第１２０回 平成３１年 ２１日（日）
第１２１回 ２０１９年 ２６日（日）
第１２２回 ２０１９年 １６日（日）
第１２３回 ２０１９年 １５日（祝）
第１２４回 ２０１９年 ９月　１日（日）
第１２５回 ２０１９年 ２９日（日）
第１２６回 ２０１９年 ２７日（日）
第１２７回 ２０１９年 １７日（日）
第１２８回 ２０１９年 　８日（日）
第１２９回 ２０２０年 １９日（日）
第１３０回 ２０２０年 １６日（日）
第１３１回 ２０２０年 ２９日（日）

④ 実施場所
山口県宇部市大字善和203番地118
山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

⑤ 科目
第２部 学科（作業。法令） 実技（作業） ※学科（原動機。運転）　免除　
第３部 学科（作業。法令。運転） 実技（作業）　 ※学科（原動機）　免除　

⑥ 時間
第２部 学科　６時間（作業５+法令１） 実技　６時間（作業６） 計１２時間
第３部 学科　８時間（作業５+法令１+運転２） 実技　６時間（作業６） 計１４時間

⑦ 受講定員
学科 ２０名 実技 １０名　（機械１台あたり）

⑧ 講師の氏名

⑨ 料金
第２部 受講料 ３３，８６０円 テキスト代 １，４４０円 合計 ３５，３００円
第３部 受講料 ３５，９６０円 テキスト代 １，４４０円 合計 ３７，４００円

２月１５日（土）
３月２８日（土）

　９月２８日（土）
１０月２６日（土）
１１月１６日（土）
１２月　７日（土）

１月１８日（土）

５月２５日（土）
６月１５日（土）
７月１４日（日）
８月３１日（土）

センター長　　　喜志多　孝策

４月２０日（土）

豊田　政常。 喜志多　孝策。 上野　正公。 落合　廣美。 茅原　等。 島田　俊弘。

平成３１年度技能講習実施計画書
平成31年4月1日

山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター



① 種類
小型移動式クレーン運転技能講習 第１部 第２部 第３部 第４部

② 受講資格
第１部 資格なし
第２部 玉掛け及び床上操作式クレーン技能講習修了者。クレーン運転士免許所持者
第３部 車両系建設機械（基礎工事用）技能修了者。建設機械施工技士免許所持者
第４部 玉掛け及び移動式クレーン特別教育修了者で実務経験６ヶ月以上の方

③ 実施時期
第１０８回 平成３１年 １３日（土） １４日（日）
第１０９回 ２０１９年 １１日（土） １２日（日）
第１１０回 ２０１９年 　８日（土） 　９日（日）
第１１１回 ２０１９年 ６日（土） ７日（日）
第１１２回 ２０１９年 　７日（土） ８日（日）
第１１３回 ２０１９年 ５日（土） ６日（日）
第１１４回 ２０１９年 ３日（日） 　４日（振）
第１１５回 ２０１９年 ３０日（土）１２月１日（日）

第１１６回 ２０２０年 １２日（日） １３日（祝）
第１１７回 ２０２０年 ２月　１日（土） ２日（日）
第１１８回 ２０２０年 　２９日（土） ３月１日（日）

④ 実施場所
山口県宇部市大字善和203番地118
山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

⑤ 科目
第１部 学科（クレーン。原動機。力学。法令） 実技（運転。合図）　※免除なし
第２部 学科（クレーン。原動機。法令） 実技（運転）　　　　　※学科（力学）　 　 実技（合図）免除
第３部 学科（クレーン。力学。法令） 実技（運転。合図）　※学科（原動機）　　免除
第４部 学科（クレーン。原動機。力学。法令）

⑥ 時間
第１部 学科１3時間（クレーン６+原動機３+力学３+法令１） 実技７時間（運転６+合図１） 計２０時間
第２部 学科１０時間（クレーン６+原動機３+力学０+法令１） 実技６時間（運転６+合図０） 計1６時間
第３部 学科１０時間（クレーン６+原動機０+力学３+法令１） 実技７時間（運転６+合図１） 計１７時間
第４部 学科１３時間（クレーン６+原動機３+力学３+法令１） 実技６時間（運転６+合図０） 計１９時間

⑦ 受講定員
学科 ２０名 実技 １０名　（機械１台あたり）

⑧ 講師の氏名

喜志多　孝策。

⑨ 料金
第１部 受講料 ３６，９５１円 テキスト代 １，７４９円 合計 ３８，７００円
第２部 受講料 ２９，７５１円 テキスト代 １，７４９円 合計 ３１，５００円
第３部 受講料 ３１，８５１円 テキスト代 １，７４９円 合計 ３３，６００円
第４部 受講料 ３４，９５１円 テキスト代 １，７４９円 合計 ３６，７００円

５月１０日（金）
６月　７日（金）
７月　５日（金）
９月　６日（金）

平成31年4月1日
山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

１０月　４日（金）
１１月　２日（土）
１１月２９日（金）

１月１１日（土）
１月３１日（金）

センター長　　　喜志多　孝策

４月１２日（金）

平成３１年度技能講習実施計画書

２月２８日（金）

豊田　政常。 佐野村　進。 住田　豊実。 落合　廣美。 山下　博美。 茅原　等。 島田　俊弘。

実技（運転）　　　　　※実技（合図）　 　　免除



① 種類
車両系建設機械（解体用）技能講習

② 受講資格
第１部 下記資格のない方
第２部 建設機械施工技術検定第1級（ショベル系）に合格、技能検定第2級で2種に合格した者
第３部 ・車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習を修了した者

建設機械施工技術検定第1級（トラクター系）に合格、技能検定第2級で１種・3種に合格した者
第４部 建設機械施工技術検定第1級（トラクター系・ショベル系以外）に合格、技能検定第2級で４種に合格した者
第５部 ・大型特殊自動車免許所持者（第二種含む）

・不整地運搬車運転技能講習修了者
・大型。中型。準中型。普通自動車免許所持者（第二種含む）で、小型車両系建設機械特別教育（整地等）修了して
　運転経験３ヶ月以上の者。解体用建設機械又は1トン未満の不整地運搬車の運転経歴3ヶ月以上のもの。

第６部 特別教育修了後6ヶ月以上3トン未満小型車両系建設機械（解体用）・1トン未満の不整地運搬車の運転業務経験者
第７部 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習を修了した者

③ 実施時期
第１回 ２０１９年 第３部
第２回 ２０１９年 第３部
第３回 ２０１９年 第３部
第４回 ２０１９年 第３部
第５回 ２０１９年 第３部
第６回 ２０２０年 第３部
第７回 ２０２０年 第３部

④ 実施場所
山口県宇部市大字善和203番地118
山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

⑤ 科目
第１部 学科（作業。運転。法令。走行） 実技（作業。走行）
第２部 学科（作業。運転。法令） 実技（作業）　 ※学科（走行）　実技（走行）　免除　
第３部 学科（作業。運転。法令） 実技（作業）　 ※学科（走行）　実技（走行）　免除　
第４部 学科（作業。運転。法令） 実技（作業）　 ※学科（走行）　実技（走行）　免除　
第５部 学科（作業。運転。法令） 実技（作業）　 ※学科（走行）　実技（走行）　免除　
第６部 学科（作業。運転。法令。走行） 実技（作業）　 ※実技（走行）　免除　
第７部 学科（作業。運転。法令） 実技（作業。走行） ※学科（走行）　免除　

⑥ 時間
第１部 学科１３時間（作業５+運転３+法令１+走行４） 実技２５時間（作業５+走行２０） 計３８時間
第２部 学科　２時間（作業１+運転０．５+法令０．５） 実技　１時間（作業１） 計　３時間
第３部 学科　３時間（作業２+運転０．５+法令０．５） 実技　２時間（作業２） 計　５時間
第４部 学科　６時間（作業５+運転０．５+法令０．５） 実技　５時間（作業５） 計１１時間
第５部 学科　９時間（作業５+運転３+法令１） 実技　５時間（作業５） 計１４時間
第６部 学科１３時間（作業５+運転３+法令１+走行４） 実技　５時間（作業５） 計１８時間
第７部 学科　９時間（作業５+運転３+法令１） 実技２５時間（作業５+走行２０） 計３４時間

⑦ 受講定員
学科 １０名 実技 １０名　（機械１台あたり）

⑧ 講師の氏名

⑨ 料金
第３部 受講料 ２３，５００円 テキスト代 １，５００円 合計 ２５，０００円

３月　８日（日）

喜志多　伸彦。原田征之。　落合　廣美

９月２３日（祝）
１１月２３日（祝）

１月１２日（日）

４月　７日（日）
５月１２日（日）
６月２２日（土）

平成３１年度技能講習実施計画書
平成31年4月1日

山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター
センター長　　　喜志多　孝策

第１部　　　第２部　　　第３部　　　第４部　　　第５部　　　第６部　　　第７部



① 種類
車両系建設機械（解体用）技能講習

② 受講資格
第３部 ・車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習を修了した者

③ 実施時期
第１回 ２０１９年 第３部
第２回 ２０１９年 第３部
第３回 ２０１９年 第３部
第４回 ２０１９年 第３部
第５回 ２０１９年 第３部
第６回 ２０２０年 第３部
第７回 ２０２０年 第３部

④ 実施場所
山口県宇部市大字善和203番地118
山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター

⑤ 科目
第３部 学科（作業。運転。法令） 実技（作業）　 ※学科（走行）　実技（走行）　免除　

⑥ 時間
第３部 学科　３時間（作業２+運転０．５+法令０．５） 実技　２時間（作業２） 計　５時間

⑦ 受講定員
学科 １０名 実技 １０名　（機械１台あたり）

⑧ 講師の氏名

⑨ 料金
第３部 受講料 ２３，５００円 テキスト代 １，５００円 合計 ２５，０００円

１月１２日（日）
３月　８日（日）

喜志多　伸彦。原田征之。　落合　廣美

４月　７日（日）
５月１２日（日）
６月２２日（土）
９月２３日（祝）

１１月２３日（祝）

平成３１年度技能講習実施計画書
平成31年4月1日

山口県管工事協同組合連合会　建機教習センター
センター長　　　喜志多　孝策

　　　　第３部　　　　　　


