
　 平成18年の労働安全衛生法の改正により、安全管理者の選任要件として、従来の学歴と

 実務経験に加え、厚生労働大臣が定める研修(以下「安全管理者選任時研修」という。)を

 修了していることが必要となりました。

　 当連合会ではこの改正を受け、今年度も「安全管理者選任時研修」を下記により計画し

 ましたので、ご案内いたします。

１　開催日時及び開催場所１　開催日時及び開催場所１　開催日時及び開催場所１　開催日時及び開催場所

時間 定員

9：00～16：40

9：00～12：10

9：00～16：40

9：00～12：10

9：00～16：40

9：00～12：10

9：00～16：40

9：00～12：10

9：00～16：40

9：00～12：10

※　定員になり次第締め切らせていただきます。※　定員になり次第締め切らせていただきます。※　定員になり次第締め切らせていただきます。※　定員になり次第締め切らせていただきます。

２　講習内容２　講習内容２　講習内容２　講習内容

 関係法令

・危険性・有害性等の調査及び

B③

注）注）注）注）

１. 一部免除者B①又はB②該当者は、第１日目の9：00～10：30と第２日目の受講となります。

２. 一部免除者B③該当者は、第１日目のみの受講となります。

３. 一部免除者B①とB③又はB②とB③該当者は、第１日目の9：00～10：30のみの受講となります。

リスクアセスメント担当者研

修とマネジメントシステム担

当者研修修了者

9：00～12：10

10月24日 (水) ～

・労働安全衛生マネジメント

  その結果に基づき講ずる措置

第

二

日

目

  システム

８０名

 燕三条地場産業振興センター

 9：00～10：30

7月11日 (水) ～ 12日

第

一

日

目

 安全管理

（途中　休憩１時間）

15：10～16：40  安全教育

職長等教育講師養成講座修了

者又は職長・安全衛生責任者

教育講師養成講座修了者

安全管理者能力向上教育(初

任時)修了者

 新潟テルサ

B①

B②

(火) ～ 30日

 新潟市中央区鐘木185-18

(木)

 三条市須頃1-17

10：45～14：55

時間 科目 一部免除者

(木)

 新潟市中央区鐘木185-18

８０名25日

８０名

 新潟テルサ

(火)

 長岡市新産2-1-4

８０名

 長岡新産管理センター

(水)

6月4日 (月) ～ 5日

5月29日

平成３０年度平成３０年度平成３０年度平成３０年度　安全管理者選任時研修のご案内　安全管理者選任時研修のご案内　安全管理者選任時研修のご案内　安全管理者選任時研修のご案内

（一社）新潟県労働基準協会連合会　

開催場所

4月18日 (水) ～ 19日 (木)

 上越市高土町3-1-15

締切

 上越人材ハイスクール

開催日



３　受講料（消費税込）３　受講料（消費税込）３　受講料（消費税込）３　受講料（消費税込）

（1） AAAA

（2）

B①、B②、B③いずれかの該当者 １１,２３２円B①、B②、B③いずれかの該当者 １１,２３２円B①、B②、B③いずれかの該当者 １１,２３２円B①、B②、B③いずれかの該当者 １１,２３２円（テキスト代　１,５１２円含む）（テキスト代　１,５１２円含む）（テキスト代　１,５１２円含む）（テキスト代　１,５１２円含む）

B①とB③又はB②とB③の該当者　　７,９９２円B①とB③又はB②とB③の該当者　　７,９９２円B①とB③又はB②とB③の該当者　　７,９９２円B①とB③又はB②とB③の該当者　　７,９９２円（テキスト代　１,５１２円含む）（テキスト代　１,５１２円含む）（テキスト代　１,５１２円含む）（テキスト代　１,５１２円含む）

４　受講料振込先４　受講料振込先４　受講料振込先４　受講料振込先

第四銀行　県庁支店　普通預金第四銀行　県庁支店　普通預金第四銀行　県庁支店　普通預金第四銀行　県庁支店　普通預金１２４２６１２１２４２６１２１２４２６１２１２４２６１２

シャ. ニイガタケンロウドウキジュンキョウカイレンゴウカイ

口座名義　（一社）新潟県労働基準協会連合会口座名義　（一社）新潟県労働基準協会連合会口座名義　（一社）新潟県労働基準協会連合会口座名義　（一社）新潟県労働基準協会連合会

 ※　納付された受講料につきましては、原則として返却いたしません。

 ※　振込手数料は受講者負担とさせていただきます。

５　受講申込み先５　受講申込み先５　受講申込み先５　受講申込み先

ＦＡＸ

 （一社）新潟県労働基準協会連合会　高田支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　高田支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　高田支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　高田支部

 〒943-0803　上越市春日野1-5-10　２F 025-522-9599

 （一社）新潟県労働基準協会連合会　新潟支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　新潟支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　新潟支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　新潟支部

 〒950-0965 新潟市中央区新光町6-4 025-250-7584

新潟県トラック総合会館 ４F

 （一社）新潟県労働基準協会連合会　長岡支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　長岡支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　長岡支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　長岡支部

 〒940-0085　長岡市草生津1-2-28 0258-35-9711

ﾄﾞﾙﾐｰ・ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 1Ｆ-101

 （一社）新潟県労働基準協会連合会　三条支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　三条支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　三条支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　三条支部

〒955-0055 三条市塚野目2-5-10 0256-33-5110

 （一社）新潟県労働基準協会連合会　新潟支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　新潟支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　新潟支部 （一社）新潟県労働基準協会連合会　新潟支部

 〒950-0965 新潟市中央区新光町6-4 025-250-7584

新潟県トラック総合会館 ４F

　　別紙「安全管理者選任時研修受講申込書」に必要事項を記入の上、自動車運転免許証

　の写し、受講料の振込書の写し及び一部免除該当者は資格証の写しを添付して、ＦＡＸ

　でお申込み下さい。

　　なお、受講票は後日ＦＡＸにて送付いたします。

６　修了証６　修了証６　修了証６　修了証

本研修を修了した方には、修了証を交付します。

７　問合せ等７　問合せ等７　問合せ等７　問合せ等

この講習についての問合せは、上記申込先の各支部へお尋ねください。

安全管理者を選任しなければならない事業場安全管理者を選任しなければならない事業場安全管理者を選任しなければならない事業場安全管理者を選任しなければならない事業場

※※※※ 労働者数が５０人以上の事業場で、次の業種

　林業、鉱業、建設業、運送業、製造業（物の加工業を含む）、電気業、ガス業、水道業、通信業、

　熱供給業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、清掃業、燃料小売業、

　家具・建具・じゅう器小売業、自動車整備業、機械修理業、旅館業及びゴルフ場業

申込先

5月29日

5月30日

10月24日

10月25日

全全全全 科科科科 目目目目 受受受受 講講講講 者者者者

一一一一 部部部部 免免免免 除除除除 者者者者

開催日

　  　　 　１６,６３２円１６,６３２円１６,６３２円１６,６３２円（テキスト代　１,５１２円含む）（テキスト代　１,５１２円含む）（テキスト代　１,５１２円含む）（テキスト代　１,５１２円含む）

025-523-9595

4月18日

4月19日

参 考参 考参 考参 考

025-250-7572

ＴＥＬ

025-250-7572

6月 4日

6月 5日

7月11日

7月12日

0258-35-3679

0256-32-5130



※記入不要です。

（〒（〒（〒（〒 　　　　-　　　　-　　　　-　　　　- ））））

※※※※日本国籍日本国籍日本国籍日本国籍のののの方方方方はははは記入不要記入不要記入不要記入不要ですですですです。。。。

（〒（〒（〒（〒 　　　　-　　　　-　　　　-　　　　- ））））

安全管理者選任安全管理者選任安全管理者選任安全管理者選任のののの資格要件資格要件資格要件資格要件

(1)(1)(1)(1) 大学大学大学大学のののの理科系統理科系統理科系統理科系統のののの課程課程課程課程をををを卒業後卒業後卒業後卒業後、2、2、2、2年以上産業安全年以上産業安全年以上産業安全年以上産業安全のののの実務実務実務実務をををを経験経験経験経験したしたしたした方方方方

(２)(２)(２)(２) 大学大学大学大学のののの理科系統理科系統理科系統理科系統以外以外以外以外のののの課程課程課程課程をををを卒業後卒業後卒業後卒業後、4、4、4、4年以上産業安全年以上産業安全年以上産業安全年以上産業安全のののの実務実務実務実務をををを経験経験経験経験したしたしたした方方方方

(3)(3)(3)(3) 高校高校高校高校のののの理科系統理科系統理科系統理科系統のののの課程課程課程課程をををを卒業後卒業後卒業後卒業後、4、4、4、4年以上産業安全年以上産業安全年以上産業安全年以上産業安全のののの実務実務実務実務をををを経験経験経験経験したしたしたした方方方方

(4)(4)(4)(4) 高校高校高校高校のののの理科系統理科系統理科系統理科系統以外以外以外以外のののの課程課程課程課程をををを卒業後卒業後卒業後卒業後、6、6、6、6年以上産業安全年以上産業安全年以上産業安全年以上産業安全のののの実務実務実務実務をををを経験経験経験経験したしたしたした方方方方

(5)(5)(5)(5) 7年以上産業安全7年以上産業安全7年以上産業安全7年以上産業安全のののの実務実務実務実務をををを経験経験経験経験したしたしたした方方方方

(6)(6)(6)(6) （1）～（5）（1）～（5）（1）～（5）（1）～（5）にににに該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。 （（（（そのそのそのその場合場合場合場合はははは、（1）～（5）、（1）～（5）、（1）～（5）、（1）～（5）のののの実務経験実務経験実務経験実務経験をををを満満満満たしたたしたたしたたした後後後後にににに選任可能選任可能選任可能選任可能となりますとなりますとなりますとなります。）。）。）。）

上記上記上記上記のののの実務経験実務経験実務経験実務経験があることをがあることをがあることをがあることを証明証明証明証明するするするする。。。。

㊞㊞㊞㊞

受講料16,632円  受講料16,632円  受講料16,632円  受講料16,632円  （（（（受講料15,120円受講料15,120円受講料15,120円受講料15,120円、、、、テキストテキストテキストテキスト代1,512円代1,512円代1,512円代1,512円　　　　全全全全てててて消費税消費税消費税消費税をををを含含含含む む む む ））））

受講料11,232円受講料11,232円受講料11,232円受講料11,232円 （（（（受講料  9,720円受講料  9,720円受講料  9,720円受講料  9,720円、、、、テキストテキストテキストテキスト代1,512円代1,512円代1,512円代1,512円　　　　全全全全てててて消費税消費税消費税消費税をををを含含含含む む む む ））））

B①B①B①B①ととととB③B③B③B③又又又又ははははB②B②B②B②ととととB③B③B③B③のののの該当者該当者該当者該当者　　　　 受講料受講料受講料受講料　7,992　7,992　7,992　7,992円円円円 （（（（受講料  6,480円受講料  6,480円受講料  6,480円受講料  6,480円、、、、テキストテキストテキストテキスト代1,512円代1,512円代1,512円代1,512円　　　　全全全全てててて消費税消費税消費税消費税をををを含含含含む む む む ））））

下記下記下記下記のののの資格資格資格資格のののの無無無無いいいい者者者者

・・・・

・・・・ 本人確認書類本人確認書類本人確認書類本人確認書類としてとしてとしてとして自動車運転免許証等自動車運転免許証等自動車運転免許証等自動車運転免許証等（（（（写写写写しししし））））をををを添付添付添付添付してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

・・・・ 外国人外国人外国人外国人のののの方方方方はははは在留在留在留在留カード(カード(カード(カード(写写写写しししし））））又又又又はパスポートはパスポートはパスポートはパスポート（（（（写写写写しししし））））をををを添付添付添付添付してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

・・・・

・・・・ 受講料受講料受講料受講料のののの振込書振込書振込書振込書のののの写写写写しをしをしをしを添付添付添付添付してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

・・・・ 納付納付納付納付されたされたされたされた受講料受講料受講料受講料はははは、、、、原則原則原則原則としておとしておとしておとしてお返返返返しいたしませんしいたしませんしいたしませんしいたしません。。。。

・・・・ 個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関するするするする法律法律法律法律によりによりによりにより、、、、ごごごご記入記入記入記入いただいたいただいたいただいたいただいた個人情報個人情報個人情報個人情報についてはについてはについてはについては、、、、講習講習講習講習のののの実施及実施及実施及実施及びびびび、、、、

修了証修了証修了証修了証のののの管理以外管理以外管理以外管理以外にはにはにはには使用使用使用使用いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。

H29H29H29H29年4月1日改正年4月1日改正年4月1日改正年4月1日改正

　　　　　　　　　　　　月月月月　　　　　　　　　　　　日日日日～　　　～　　　～　　　～　　　日日日日

様式４

安全管理者選任時研修受講申込書安全管理者選任時研修受講申込書安全管理者選任時研修受講申込書安全管理者選任時研修受講申込書

受講希望日受講希望日受講希望日受講希望日 受講希望会場受講希望会場受講希望会場受講希望会場 受講番号

受受受受

　　　　

講講講講

　　　　

者者者者

フフフフ リリリリ ガガガガ ナナナナ

生年生年生年生年

月日月日月日月日

昭和昭和昭和昭和

   年   年   年   年　　　　　　　　　　　　　　　　月月月月　　　　　　　　　　　　　　　　日日日日

氏氏氏氏 名名名名 平成平成平成平成

現現現現 住住住住 所所所所

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ 　　　　  -　　　　　-

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ 　　　　  -　　　　　-

国国国国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　籍籍籍籍

携帯携帯携帯携帯

番号番号番号番号

　　　　  -　　　　　-

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ 　　　　  -　　　　　-

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ 　　　　  -　　　　　-

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人　　　　新潟県労働基準協会連合会長新潟県労働基準協会連合会長新潟県労働基準協会連合会長新潟県労働基準協会連合会長　　　　殿殿殿殿 申請日申請日申請日申請日 平成平成平成平成　 　　　 　　　 　　　 　　年年年年　　　 　　　 　　　 　　　 月月月月　　　 　　　 　　　 　　　 日日日日

勤勤勤勤

　　　　

務務務務

　　　　

先先先先

事事事事 業業業業 所所所所 名名名名

担当担当担当担当

者名者名者名者名

所所所所 在在在在 地地地地

受講区分受講区分受講区分受講区分 免除免除免除免除をををを受受受受けることができるけることができるけることができるけることができる者者者者 免除科目免除科目免除科目免除科目

（（（（該当欄該当欄該当欄該当欄にににに〇印〇印〇印〇印をををを記入記入記入記入））））

事業所名事業所名事業所名事業所名

事業者名事業者名事業者名事業者名

受講区分受講区分受講区分受講区分AAAA

B①B①B①B①、、、、B②B②B②B②、、、、B③B③B③B③いずれかのいずれかのいずれかのいずれかの該当者 該当者 該当者 該当者 

  該当  該当  該当  該当するするするする受講区分受講区分受講区分受講区分にににに○○○○印印印印をををを記入記入記入記入しししし、、、、免除者免除者免除者免除者はははは修了証修了証修了証修了証のののの写写写写しししし添付添付添付添付

AAAA

B①B①B①B①

労働災害防止労働災害防止労働災害防止労働災害防止のためののためののためののための業務業務業務業務にににに従事従事従事従事するするするする者者者者にににに対対対対するするするする能力向上能力向上能力向上能力向上

教育教育教育教育にににに関関関関するするするする指針指針指針指針（（（（平成元年能力向上教育指針公示第平成元年能力向上教育指針公示第平成元年能力向上教育指針公示第平成元年能力向上教育指針公示第１１１１

号号号号））））別表1別表1別表1別表1にににに基基基基づづづづくくくく安全管理者能力向上教育安全管理者能力向上教育安全管理者能力向上教育安全管理者能力向上教育（（（（初任時初任時初任時初任時））））修了修了修了修了

者者者者

・・・・安全管理及安全管理及安全管理及安全管理及びびびび安全教育安全教育安全教育安全教育

注注注注　　　　意意意意　　　　事事事事　　　　項項項項

受講申込書受講申込書受講申込書受講申込書のののの各項目各項目各項目各項目はははは、、、、必必必必ずずずず黒黒黒黒ボールペンでボールペンでボールペンでボールペンで記入記入記入記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

一部免除該当者一部免除該当者一部免除該当者一部免除該当者はははは証明証明証明証明するするするする修了証修了証修了証修了証のののの写写写写しをしをしをしを添付添付添付添付してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

B②B②B②B②

平成13年3月26日付平成13年3月26日付平成13年3月26日付平成13年3月26日付けけけけ基発第177号基発第177号基発第177号基発第177号のののの別紙1別紙1別紙1別紙1にににに基基基基づくづくづくづく職長職長職長職長

等教育講師養成講座修了者等教育講師養成講座修了者等教育講師養成講座修了者等教育講師養成講座修了者又又又又はははは別紙3別紙3別紙3別紙3にににに基基基基づくづくづくづく職長職長職長職長・・・・安全安全安全安全

衛生責任者教育講師養成講座修了者衛生責任者教育講師養成講座修了者衛生責任者教育講師養成講座修了者衛生責任者教育講師養成講座修了者

・・・・安全管理及安全管理及安全管理及安全管理及びびびび安全教育安全教育安全教育安全教育

B③B③B③B③

平成12年9月14日付平成12年9月14日付平成12年9月14日付平成12年9月14日付けけけけ基発第577号基発第577号基発第577号基発第577号のののの別添3別添3別添3別添3にににに基基基基づくづくづくづくﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸ

ｱｾｽﾒﾝﾄｱｾｽﾒﾝﾄｱｾｽﾒﾝﾄｱｾｽﾒﾝﾄ担当者研修担当者研修担当者研修担当者研修とととと平成11年6月11日付平成11年6月11日付平成11年6月11日付平成11年6月11日付けけけけ基発第372基発第372基発第372基発第372

号号号号のののの別添2別添2別添2別添2にににに基基基基づくづくづくづく労働安全衛生労働安全衛生労働安全衛生労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ担当者研担当者研担当者研担当者研

修修了者修修了者修修了者修修了者（2（2（2（2種類種類種類種類のののの修了証写修了証写修了証写修了証写しししし添付添付添付添付））））

・・・・危険性又危険性又危険性又危険性又はははは有害性等有害性等有害性等有害性等のののの調査及調査及調査及調査及びそのびそのびそのびその結果結果結果結果にににに

基基基基づきづきづきづき講講講講ずるずるずるずる措置等措置等措置等措置等


