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

登録講習 一般建築物石綿含有建材調査者 県(青森) 県(八戸) 県(弘前) 県(東北町) 県(西北)

実技講習 ボイラ一実技講習 青森 青森 青森、弘前 青森 八戸

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 県(八戸) 県(弘前) 県(東北町) 県(青森)

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 県(八戸) 県(弘前) 県(東北町) 県(青森)

有機溶剤作業主任者 県(八戸) 県(弘前) 県(東北町) 県(東北町) 県(青森)

石綿作業主任者 県(青森)、県(弘前) 県(八戸) 県(青森)

鉛作業主任者 八戸

乾燥設備作業主任者 八戸

車両系建設機械(整地等)運転 黒石 黒石

床上操作式クレーン運転 八戸 八戸 八戸

小型移動式クレーン運転 弘前、八戸 黒石
西北、上北

下北
黒石

青森、弘前
八戸

西北、上北
下北

八戸 上北、黒石 上北

フォークリフト運転 西北
弘前、八戸

上北
青森、弘前

黒石
弘前、八戸

上北
西北、下北

黒石
上北 八戸、下北 青森、上北 八戸、黒石 黒石 弘前、上北 八戸

玉掛け 弘前
八戸、黒石

下北
青森、弘前
西北、上北

八戸、下北
黒石

西北、上北 青森、弘前 八戸 西北、上北
八戸、上北

黒石
上北

普通第一種圧力容器取扱作業主任者 八戸

ガス溶接 西北 八戸 弘前 八戸 上北 黒石

ボイラー取扱 青森 八戸

研削といし取替等業務 八戸 下北 上北 八戸 黒石

アーク溶接等業務 西北 八戸 上北、黒石

 低圧電気取扱業務 上北 上北 弘前、黒石 八戸

動力巻上機運転業務 弘前、黒石 青森

クレーン運転業務 弘前、黒石 黒石 弘前 黒石 八戸

高所作業車運転業務 弘前

第２種酸素欠乏危険作業 八戸 八戸

フルハーネス型墜落制止用器具
青森、八戸

黒石
八戸 八戸、上北 八戸 八戸、上北 八戸、黒石 弘前、八戸 八戸 八戸 八戸、上北 八戸 八戸

粉じん作業 八戸 上北 八戸、黒石

石綿使用建築物等解体等業務 八戸 下北

伐木等作業（チェーンソーによる伐木等） 黒石 黒石

足場組立等作業者 八戸 青森 八戸

安全衛生推進者養成講習
青森、弘前

黒石
弘前、八戸
西北、黒石

上北 青森 弘前、黒石 青森
弘前、西北

黒石
八戸、上北

下北

安全管理者選任時研修 青森、上北 八戸 弘前、黒石 八戸 青森

携帯用丸のこ盤取扱作業従事者安全教育 黒石 八戸 上北

振動工具取扱作業者教育 上北 黒石

リスクアセスメン卜教育 弘前、黒石 八戸

KYT基礎研修 弘前、黒石 八戸 弘前、黒石 八戸

職長・安全衛生責任者教育
青森、八戸

黒石
弘前 八戸、上北 八戸 上北、下北

青森、八戸
西北

弘前、黒石 八戸 上北
青森、西北

下北
上北

新入者安全衛生教育 弘前、八戸

有機溶剤作業従事者教育 八戸 八戸

刈払機取扱作業従事者安全衛生教育 青森、黒石 弘前、黒石 青森 黒石

熱中症予防教育 八戸 上北

労務管理講習等 青森 弘前 八戸 八戸、西北、黒石 青森

安全管理者能力向上 弘前

衛生管理者能力向上 青森

職長等能力向上 八戸 八戸 青森

有機溶剤作業主任者能力向上

衛生管理者 青森、弘前、黒石 八戸

 二級ボイラー技士 青森

＊　（　）は実施場所。

青森労働基準監督署
青森市長島1-3-5　青森第二合同庁舎

☎　017-734-4444

八戸労働基準監督署
八戸市根城9-13-9　八戸合同庁舎

☎　0178-46-3311

十和田労働基準監督署
十和田市西二番町14-12十和田奥入瀬合同庁舎

☎　0176-23-2780

（一社）黒石地区労働基準協会
 黒石市大字前町40-5

☎　0172-53-5787
http://www.kuroisirouki.sakura.ne.jp/

黒石

関係行政機関

青森労働局
　青森市新町２丁目４－２５

☎　017-734-4113

弘前労働基準監督署
弘前市大字南富田町5-1

☎　0172-33-6411

（一社）上北労働基準協会
十和田市西三番町3-17

☎　0176-22-2234
https://klsa.jp

上北

（一社）青森地区労働基準協会
青森市青柳2丁目2番6号

☎　017-723-1755

http://www.aoroki.sakura.ne.jp/

青森

八戸

（一社）八戸地方労働基準協会
八戸市根城8丁目8-155

☎　0178-22-7948

https://www.hachirouki.or.jp/

西北

（一社）西北労働基準協会
五所川原市唐笠柳藤巻495-3

☎　0173-35-6336

http://seihokurouki.sakura.ne.jp/

県

（一社）青森県労働基準協会
青森市青柳２丁目２－６

☎　017-777-4686

http://kenkyoukai.sakura.ne.jp/

弘前

（一社）弘前地区労働基準協会
弘前市福田字福岡10

☎　0172-26-0663

https://www.hiroroki.jp/

労働基準協会

令和５年度　各種技能講習等予定表

特別教育

その他の
教育

未定

青森県・各地区労働基準協会

未定

免許試験
準備講習

種類

技能講習

能力向上教育
むつ労働基準監督署

むつ市金谷2-6-15 下北合同庁舎

☎　0175-22-3136

五所川原労働基準監督署
五所川原市大字唐笠柳字藤巻507-5　五所川原合同庁舎

☎　0173-35-2309

下北

（一社）下北地区労働基準協会
むつ市緑町18-58

☎　0175-22-1389
http://www.infoaomori.ne.jp/simoroki/
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