
案案案案

いいいい

AAAA 20,00020,00020,00020,000 円円円円 1,6001,6001,6001,600 円円円円 23,50023,50023,50023,500 円円円円

BBBB 18,00018,00018,00018,000 円円円円 1,4401,4401,4401,440 円円円円 21,34021,34021,34021,340 円円円円

AAAA 13,00013,00013,00013,000 円円円円 1,0401,0401,0401,040 円円円円 1,0801,0801,0801,080 円円円円 15,12015,12015,12015,120 円円円円

AAAA 41,00041,00041,00041,000 円円円円 3,2803,2803,2803,280 円円円円 46,18046,18046,18046,180 円円円円

BBBB 37,00037,00037,00037,000 円円円円 2,9602,9602,9602,960 円円円円 41,86041,86041,86041,860 円円円円

AAAA 40,00040,00040,00040,000 円円円円 3,2003,2003,2003,200 円円円円 45,10045,10045,10045,100 円円円円

BBBB 37,00037,00037,00037,000 円円円円 2,9602,9602,9602,960 円円円円 41,86041,86041,86041,860 円円円円

BBBB 31,00031,00031,00031,000 円円円円 2,4802,4802,4802,480 円円円円 35,38035,38035,38035,380 円円円円

DDDD 20,00020,00020,00020,000 円円円円 1,6001,6001,6001,600 円円円円 23,50023,50023,50023,500 円円円円

AAAA 36,00036,00036,00036,000 円円円円 2,8802,8802,8802,880 円円円円 40,68040,68040,68040,680 円円円円

BBBB 34,00034,00034,00034,000 円円円円 2,7202,7202,7202,720 円円円円 38,52038,52038,52038,520 円円円円

12,00012,00012,00012,000 円円円円 960960960960 円円円円 1,5121,5121,5121,512 円円円円 14,47214,47214,47214,472 円円円円

12,00012,00012,00012,000 円円円円 960960960960 円円円円 1,5121,5121,5121,512 円円円円 14,47214,47214,47214,472 円円円円

AAAA 下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者 15,00015,00015,00015,000 円円円円 1,2001,2001,2001,200 円円円円 18,79218,79218,79218,792 円円円円

BBBB 8,0008,0008,0008,000 円円円円 640640640640 円円円円 11,23211,23211,23211,232 円円円円

AAAA 下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者 15,00015,00015,00015,000 円円円円 1,2001,2001,2001,200 円円円円 17,71217,71217,71217,712 円円円円

BBBB 9,0009,0009,0009,000 円円円円 720720720720 円円円円 11,23211,23211,23211,232 円円円円

ＣＣＣＣ 6,0006,0006,0006,000 円円円円 480480480480 円円円円 7,9927,9927,9927,992 円円円円

8,0008,0008,0008,000 円円円円

※この受講料一覧表は平成31年4月講習分からのものです。※この受講料一覧表は平成31年4月講習分からのものです。※この受講料一覧表は平成31年4月講習分からのものです。※この受講料一覧表は平成31年4月講習分からのものです。

ププププレレレレスススス機機機機械械械械作作作作業業業業主主主主任任任任者者者者技技技技能能能能講講講講習習習習

乾乾乾乾 燥燥燥燥 設設設設 備備備備 作作作作 業業業業 主主主主 任任任任 者者者者 技技技技 能能能能 講講講講 習習習習

安安安安 全全全全 衛衛衛衛 生生生生 推推推推 進進進進 者者者者 養養養養 成成成成 講講講講 習習習習 円円円円

安全管理者・衛生管理者の資安全管理者・衛生管理者の資安全管理者・衛生管理者の資安全管理者・衛生管理者の資

格を有する者格を有する者格を有する者格を有する者

安安安安 全全全全 管管管管 理理理理 者者者者 選選選選 任任任任 時時時時 研研研研 修修修修 1,5121,5121,5121,512 円円円円

①安全管理者能力向上教育修了者①安全管理者能力向上教育修了者①安全管理者能力向上教育修了者①安全管理者能力向上教育修了者

②職長等教育（ＲＳＴ）修了者②職長等教育（ＲＳＴ）修了者②職長等教育（ＲＳＴ）修了者②職長等教育（ＲＳＴ）修了者

③リスク実務研修及びマネジメント研③リスク実務研修及びマネジメント研③リスク実務研修及びマネジメント研③リスク実務研修及びマネジメント研

修研修者修研修者修研修者修研修者

・上記Ｂ①及びＢ③・上記Ｂ①及びＢ③・上記Ｂ①及びＢ③・上記Ｂ①及びＢ③

・上記Ｂ②及びＢ③・上記Ｂ②及びＢ③・上記Ｂ②及びＢ③・上記Ｂ②及びＢ③

2,5922,5922,5922,592

フフフフ ォォォォ ーーーー クククク リリリリ フフフフ トトトト 運運運運 転転転転 技技技技 能能能能 講講講講 習習習習

　①20～39名を一括申込みした場合は、テキスト代を割引く。　①20～39名を一括申込みした場合は、テキスト代を割引く。　①20～39名を一括申込みした場合は、テキスト代を割引く。　①20～39名を一括申込みした場合は、テキスト代を割引く。

　②40名以上を一括申込みした場合は、テキスト代及び受講料の８％を割引く。　②40名以上を一括申込みした場合は、テキスト代及び受講料の８％を割引く。　②40名以上を一括申込みした場合は、テキスト代及び受講料の８％を割引く。　②40名以上を一括申込みした場合は、テキスト代及び受講料の８％を割引く。

※テキスト代は、購入先の価格改定等により改定されることがあります。※テキスト代は、購入先の価格改定等により改定されることがあります。※テキスト代は、購入先の価格改定等により改定されることがあります。※テキスト代は、購入先の価格改定等により改定されることがあります。

※当連合会指定のテキストを持っている場合は、新たに購入する必要はありません。※当連合会指定のテキストを持っている場合は、新たに購入する必要はありません。※当連合会指定のテキストを持っている場合は、新たに購入する必要はありません。※当連合会指定のテキストを持っている場合は、新たに購入する必要はありません。

※消費税が変更になれば料金が改定されます。※消費税が変更になれば料金が改定されます。※消費税が変更になれば料金が改定されます。※消費税が変更になれば料金が改定されます。

※※※※技能講習に限り技能講習に限り技能講習に限り技能講習に限り、下記の基準で一括申込む場合、テキスト代等を割引きます。、下記の基準で一括申込む場合、テキスト代等を割引きます。、下記の基準で一括申込む場合、テキスト代等を割引きます。、下記の基準で一括申込む場合、テキスト代等を割引きます。

屋屋屋屋 根根根根 除除除除 雪雪雪雪 作作作作 業業業業 指指指指 揮揮揮揮 者者者者 安安安安 全全全全 教教教教 育育育育

（テキスト代・消費税込）（テキスト代・消費税込）（テキスト代・消費税込）（テキスト代・消費税込）

　 ただし、３月末までに入金があったものは、現行料金のままとします。　 ただし、３月末までに入金があったものは、現行料金のままとします。　 ただし、３月末までに入金があったものは、現行料金のままとします。　 ただし、３月末までに入金があったものは、現行料金のままとします。

自動車運転免許等を自動車運転免許等を自動車運転免許等を自動車運転免許等を

有する者有する者有する者有する者

1,9001,9001,9001,900 円円円円

大型特殊自動車免許等を大型特殊自動車免許等を大型特殊自動車免許等を大型特殊自動車免許等を

有する者有する者有する者有する者

高高高高 所所所所 作作作作 業業業業 車車車車 運運運運 転転転転 技技技技 能能能能 講講講講 習習習習

自動車運転免許等を自動車運転免許等を自動車運転免許等を自動車運転免許等を

有する者有する者有する者有する者

1,8001,8001,8001,800 円円円円

小型移動式クレーン等の小型移動式クレーン等の小型移動式クレーン等の小型移動式クレーン等の

資格を有する者資格を有する者資格を有する者資格を有する者

円円円円

クレーン等の資格を有する者クレーン等の資格を有する者クレーン等の資格を有する者クレーン等の資格を有する者

小小小小型型型型移移移移動動動動式式式式 ｸｸｸｸﾚﾚﾚﾚ ｰーーーﾝﾝﾝﾝ 運運運運転転転転 技技技技能能能能 講講講講習習習習

下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者

1,9001,9001,9001,900 円円円円

玉掛け等の資格を玉掛け等の資格を玉掛け等の資格を玉掛け等の資格を

有する者有する者有する者有する者

床床床床上上上上操操操操作作作作式式式式 ｸｸｸｸﾚﾚﾚﾚ ｰーーーﾝﾝﾝﾝ 運運運運転転転転 技技技技能能能能 講講講講習習習習

下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者

1,9001,9001,9001,900 円円円円

玉掛け等の資格を玉掛け等の資格を玉掛け等の資格を玉掛け等の資格を

有する者有する者有する者有する者

技能講習等を受講される皆様へのお願い技能講習等を受講される皆様へのお願い技能講習等を受講される皆様へのお願い技能講習等を受講される皆様へのお願い

平成30年12月1日平成30年12月1日平成30年12月1日平成30年12月1日

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

ガガガガ スススス 溶溶溶溶 接接接接 技技技技 能能能能 講講講講 習習習習

平成31年度技能講習等の受講料一覧表平成31年度技能講習等の受講料一覧表平成31年度技能講習等の受講料一覧表平成31年度技能講習等の受講料一覧表

平成31年4月講習分から適用平成31年4月講習分から適用平成31年4月講習分から適用平成31年4月講習分から適用

（青（青（青（青字の受講料が改定となります）字の受講料が改定となります）字の受講料が改定となります）字の受講料が改定となります）

講習種類講習種類講習種類講習種類 区　　　　　分区　　　　　分区　　　　　分区　　　　　分 受講料受講料受講料受講料 消費税消費税消費税消費税

テキスト代テキスト代テキスト代テキスト代

合　　計合　　計合　　計合　　計

（消費税込）（消費税込）（消費税込）（消費税込）

玉玉玉玉 掛掛掛掛 けけけけ 技技技技 能能能能 講講講講 習習習習

下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者下記の資格の無い者

1,9001,9001,9001,900

のとおり改定(値上げ)させて頂きます。のとおり改定(値上げ)させて頂きます。のとおり改定(値上げ)させて頂きます。のとおり改定(値上げ)させて頂きます。

　何卒諸般の事情をご賢察のうえご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。　何卒諸般の事情をご賢察のうえご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。　何卒諸般の事情をご賢察のうえご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。　何卒諸般の事情をご賢察のうえご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　 日頃から当連合会の技能講習等をご利用いただき、誠にありがとうございます。　 日頃から当連合会の技能講習等をご利用いただき、誠にありがとうございます。　 日頃から当連合会の技能講習等をご利用いただき、誠にありがとうございます。　 日頃から当連合会の技能講習等をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当連合会では、企業努力により技能講習等の料金を長い間据え置いてまいりましたが、もはや当連合会では、企業努力により技能講習等の料金を長い間据え置いてまいりましたが、もはや当連合会では、企業努力により技能講習等の料金を長い間据え置いてまいりましたが、もはや当連合会では、企業努力により技能講習等の料金を長い間据え置いてまいりましたが、もはや

企業努力のみでは現行料金を維持することは難しく、誠に勝手ながら平成31年4月1日より下記企業努力のみでは現行料金を維持することは難しく、誠に勝手ながら平成31年4月1日より下記企業努力のみでは現行料金を維持することは難しく、誠に勝手ながら平成31年4月1日より下記企業努力のみでは現行料金を維持することは難しく、誠に勝手ながら平成31年4月1日より下記


