
乾燥設備
作業主任者
技能講習

１０月１７日㈪
１０月１８日㈫
　８時３０分～

　　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

受講料　　９，９００円
ﾃｷｽﾄ代 　１，６５０円

受講資格（下記２または３は卒業証明書類添付のこと）
(1)乾燥設備の取扱い作業に5年以上従事した経験を有する者。
(2)学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統
の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設
備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有
する者。
(3)学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科
を専攻して卒業したもので、その後２年以上乾燥設備の設計、
製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者。
(4)その他厚生労働大臣が定める者
※申込には事業者証明が必要です。（受講申込書の事業者証
明欄）

要

第６２回
和歌山県労働
安全衛生大会

 １０月　６日㈭
和歌山市七番町２５番地の１
和歌山城ホール　小ホール

入場無料
今回は昨年10月にオープンした「和歌山城ホール」で行いま
す。
特別講演は、Officeアイム代表で人材育成トレーナーの森川あ
やこ様をお招きし、「ＳＴＯＰ労働災害！ヒューマンエラーをコ
ミュニケーションで防ぐ！」という演題でご講演いただきます。開会　１３：３０

要

定　　員

各種講習実施表　　　【令和４年１０月・１１月・１２月分】

開　　催　　場　　所講　習　名

職長教育
 １０月１９日㈬
 １０月２０日㈭
　 ９時～

　　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

受講料　　１３，７５０円
（会員　　 １２，１００円）
ﾃｷｽﾄ代  　　　　８８０円

１．職長（現場の作業員の直接の監督者）の職務に
　　つく者はすべ て受講することが必要です。
２．職長等の教育を行うべき業種は安衛法施行令第19
　　条を参照して下さい。

受講資格はありません。

石綿作業主任者
技能講習

  １０月２７日㈭
  １０月２８日㈮
　 ９時３０分～

　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

受講料　９，９００円
ﾃｷｽﾄ代　１，９８０円

４０名 受講資格はありません。

高所作業車
運転技能講習

 １１月１１日㈮
   ８時３０分～
 １１月１２日㈯
　 ８時１５分～

ガス溶接
技能講習

 １０月　８日㈯
 １０月　９日㈰
　 ８時30分～

             ※駐車場事前申込必要
第１日目（学科）
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会 研修室
第２日目（実技）
和歌山市栄谷２－１
コウノイケ・エキスプレス㈱

受講料　　１１，０００円
ﾃｷｽﾄ代　　　　 ８８０円 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又

は加熱の業務に従事するのに必要な資格講習です。

計　１１，８８０円

４０名 受講資格はありません。

計　１１，５５０円

１００名

計　１１，８８０円

１００名 受講資格はありません。

有機溶剤
作業主任者
技能講習

第１日目（学科）※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室
第２日目（実技）
和歌山市毛見
関西電力送配電㈱琴の浦訓練所

 受講料Ｂ ３５，７５０円
  受講料Ｃ ３３，５５０円
  ﾃｷｽﾄ代  　２，１５０円

Ｂ資格（２日間）（いずれかを有する者）
(1)普通自動車免許以上を有する者
(2)ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ等及び車両系建設機械等運転技能
講習を修了した者。
Ｃ資格（２日間）
(1)上記（B資格）に加え、移動式ｸﾚｰﾝ運転士免許者または小型
移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習を修了した者。
※受講対象者はBかCのみ。BかCを受講科目欄に必ずご記入
の上、申込書下欄に記載されている資格証明の写しを申込書裏
面に貼付して下さい。

要
Ｂ資格者 ３７，９００円

１００名

フォークリフト
運転技能講習

（１１月）

要

第１日目（学科）※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室
第２日目～４日目（実技）
和歌山市三葛３１０番地
トヨタL＆F和歌山㈱

 １１月１９日㈯
　　８時３０分～
 １１月２０日㈰
 １１月２６日㈯
 １１月２７日㈰
  8時(7時半）～

要

 １０月１２日㈬
　 ９時～
 １０月１３日㈭
　 ８時３０分～

　　　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

受講料　　　９，９００円
ﾃｷｽﾄ代 　　１，９８０円

シンナー、トルエン、キシレン、ガソリン（各種塗料にも大
抵含有されています）等を使用する作業場（細部は問合
せて下さい）には作業主任者が必要です。

フォークリフト
運転技能講習

（１０月）

 １０月１５日㈯
　　８時３０分～
 １０月１６日㈰
 １０月２２日㈯
 １０月２３日㈰
 8時（7時半）～

            ※駐車場事前申込必要
第１日目（学科）
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室
第２日目～４日目（実技）
和歌山市三葛３１０番地
トヨタL＆F和歌山㈱

受講料 　３０,８００円
ﾃｷｽﾄ代 　１，６５０円 ４日間（学科７H・実技２４H)講習

自動車免許を所有する者。
受講資格については受講申込書に記載の申込要領を
ご覧下さい。

不
要計　１４，６３０円

（会員１２，９８０円）

要

要

４０名

３２，４５０円

受講料 　３０,８００円
ﾃｷｽﾄ代 　１，６５０円 ４日間（学科７H・実技２４H)講習

自動車免許を所有する者。
受講資格については受講申込書に記載の申込要領を
ご覧下さい。

Ｃ資格者 ３５，７００円

４０名

石綿取扱作業については、石綿作業主任者を選任して、作業
に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務
を遂行させなければなりません。（労働安全衛生法第14条、石
綿障害予防規則第19.20条）。
（平成18年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を
修了した者は石綿作業主任者となる資格を有しています。）
なお、石綿作業主任者技能講習修了者は、建築物石綿含有建
材調査者講習の受講資格の一つとなります。

計　１１，８８０円

（注）上記の受講料・テキスト代には消費税が含まれております。

３２，４５０円

４０名

開催月日
写
真

受　講　料
受講資格・備考



　　　　　　　　　　　〒６４１－００３６

和歌山市西浜1014番地２７

１００名

計　１９，３６０円

受講料　１７，０５０円
ﾃｷｽﾄ代 　２，３１０円

受講料　　９，９００円
ﾃｷｽﾄ代 　１，５９５円

計　１１，８８０円

受講資格
はい付け又は、はいくずしの作業に３年以上従事した経験を
有する者。
申込みには事業者証明が必要です。（受講申込書の事業
者証明欄）

１００名
受講資格あり：当会のHPの受講案内を参照してください。

石綿作業主任者
技能講習

  １２月　８日㈭
  １２月　９日㈮
　 ９時３０分～

　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

受講料　９，９００円
ﾃｷｽﾄ代　１，９８０円

石綿取扱作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従
事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行さ
せなければなりません。（労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規
則第19.20条）。
（平成18年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了
した者は石綿作業主任者となる資格を有しています。）
なお、石綿作業主任者技能講習修了者は、建築物石綿含有建材調
査者講習の受講資格の一つとなります。

シンナー、トルエン、キシレン、ガソリン（各種塗料にも大抵
含有されています）等を使用する作業場（細部は問合せて
下さい）には作業主任者が必要です。

有機溶剤
作業主任者
技能講習

 １２月１４日㈬
　 ９時～
 １２月１５日㈭
　 ８時３０分～

　　　　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

受講料　　４１，８００円
ﾃｷｽﾄ代  　　５，２８０円
（会員　　 ４，７００円）

建築物等の解体または改修工事の開始前に、石綿使用の有無につ
いての調査が必要とされ、令和２年７月の 「石綿障害予防規則」改
正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、
「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務付けられました。
この「建築物石綿含有建材調査者」は、建築物石綿含有建材調査
者講習を受講し、修了考査に合格した者とされており、令和５年１０
月以降事前調査を行う場合は、この資格が必要となります。

要計　４７，０８０円
（会員４６，５００円）

要

鉄塔・橋梁等の有害物（鉛）塗装の剥離やかき落とし作業に
ついても当作業主任者の選任が必要です。

要

４日間（学科７H・実技２４H)講習
自動車免許を所有する者。
受講資格については受講申込書に記載の申込要領をご覧
下さい。

第１日目（学科）※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室
第２日目～４日目（実技）
和歌山市三葛３１０番地
トヨタL＆F和歌山㈱

 １２月１７日㈯
　８時３０分～
 １２月１８日㈰
 １２月２４日㈯
 １２月２５日㈰
　８時(7時半）～

要

計　１１，８８０円

１００名 受講資格はありません。

受講料　　　９，９００円
ﾃｷｽﾄ代 　　１，９８０円

フォークリフト
運転技能講習

（１２月）

４０名

３２，４５０円

受講料 　３０,８００円
ﾃｷｽﾄ代 　１，６５０円

　　　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

 １２月２２日㈭
 １２月２３日㈮
　 ９時～

鉛作業主任者
技能講習

１００名

計　１１，６６０円

受講料　　９，９００円
ﾃｷｽﾄ代 　１，７６０円

要

建築物石綿含有
建材調査者講習

 １２月１９日㈪
　９時２０分～
  １２月２０日㈫
　９時～

　　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会 研修室

要

　　　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

 １１月３０日㈬
　 ９時～
 １２月　１日㈭
　８時３０分～
 １２月　２日㈮
　 ９時～

講　習　名
定員

開　　催　　場　　所 受講資格・備考

要

公益社団法人和歌山県労働基準協会
ＴＥＬ：073-446-7000　ＦＡＸ：073-447-9313

１００名
受講資格はありません。

特定化学物質・
四アルキル鉛等

作業主任者
技能講習

  １１月２４日㈭
　 ９時～
  １１月２５日㈮
　 ８時３０分～

　　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

受講料　　　９, ９００円
ﾃｷｽﾄ代 　　１,９８０円

●金属アーク溶接作業についても、「溶接ヒューム」が特定化学
物質となったことにより作業主任者の選任が必要となります。
●エチルベンゼン等特別有機溶剤業務の作業は、有機溶剤作
業主任者講習の修了者の中から、特定化学物質作業主任者を
選任する必要があります。
●エチレンオキシドを用いた滅菌作業については作業主任者が
必要です。

受講資格はありません。

酸素欠乏･硫化
水素危険作業

主任者技能講習

計　１１，８８０円

１００名
受講資格はありません。

実技を行いますので適当な服装でおいで下さい。

要

　　　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室

 １２月５日㈪
　 ９時～
 １２月６日㈫
　 ８時３０分～

はい作業主任者
技能講習

１００名

計　１１，４９５円

写
真開催月日

受講料

公益社団法人和歌山県労働基準協会 〒641-0036

和歌山市西浜１０１４番地２７
ＴＥＬ：073-446-7000 ＦＡＸ：073-447-9313

●受講料振込口座●
紀陽銀行 本店営業部 普通 １９９４４７０ 口座名 公益社団法人和歌山県労働基準協会

受講申込書はホームページよりダウンロードできます。
httpｓ://www.warouki.or.jp/

本部実施の申込み・振込・問合わせ



受講資格はありません。

受講資格はありません。

受講資格はありません。

不
要

受講資格はありません

低圧電気取扱
特別教育（学科）

　１２月１６日㈮
    　9時～17時３0分

　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会 研修室

50
名

受講料　　　　   　６，６００円
（会員） 　　  　 　５，５００円
 ﾃｷｽﾄ代　  　  　  　　７７０円

 合計７，３７０円 （会員 ６，２７０円）

不
要

フルハーネス型
墜落制止用器具

（安全帯）
特別教育

　１２月１２日㈪
     9時～16時40分

　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会 研修室

100
名

受講料　　　　   　７，７００円
（会員） 　　  　 　６，７１０円
 ﾃｷｽﾄ代　　  　  　  ９９０円

 合計８，６９０円 （会員 ７，７００円）

高さが２メートル以上の箇所に於いて、
作業床を設けることが困難な場合でフ
ルハーネス型を使用して行う作業（ロー
プ高所作業を除く）などの業務が対象
です。

不
要

足場の組立等業務
に係る特別教育

　　１１月１５日㈫
     9時～１７時

　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会 研修室

100
名

受講料　　　　   　７，７００円
（会員） 　　  　 　６，７１０円
 ﾃｷｽﾄ代　　  　  　  ９９０円

 合計８，６９０円（会員 ７，７００円）

労働安全衛生規則の一部改正により、
平成２９年７月１日から足場の組立て等
（解体又は変更）の業務に従事する者
を対象として特別教育の受講が義務づ
けられています。（労働安全衛生規則
第36条第39号）
　この特別教育の対象者は、足場の高
さに関係なく足場の組立て、解体又は
変更の作業に関わる業務を行う者で、
内装工事等に関わる脚立足場や連結
式作業台、ロータリングタワーの組立て
等作業に就く場合も必要です。

要

玉掛け技能講習
（Ｂ日程）

　１１月　８日㈫　学科
　１１月　９日㈬　学科
　１１月１１日㈮  実技
学科 9時～17時20分
実技 8時～17時

（学科）　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室
（実技）和歌山市湊１８５０
日鉄ビジネスサービス関西㈱

20
名

受講料　　　　 　 ２２，０００円
ﾃｷｽﾄ代             １，６５０円

 合計　２３，６５０円

受講資格はありません。

玉掛け技能講習
　（A日程）

　１１月　８日㈫　学科
　１１月　９日㈬　学科
　１１月１０日㈭  実技
学科 9時～17時20分
実技 8時～17時

（学科）　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室
（実技）和歌山市湊１８５０
日鉄ビジネスサービス関西㈱

20
名

受講料　　　　 　 ２２，０００円
ﾃｷｽﾄ代             １，６５０円

 合計　２３，６５０円

講習科目の一部免除「力学に関す
る知識」
①ｸﾚｰﾝ運転士等の免許取得者
②床上操作式・小型移動式
  クレーン運転技能講習修了者
※資格を証明する免許証・技能講
習修了証等の写しを受講申請書
に添付すること

要

受講資格はありません。

クレーン運転
（5ﾄﾝ未満）
特別教育

 １１月　４日㈮ 学科
　　8時～1８時20分
 １１月　６日㈰ 実技
　１班　8時～12時10分
　2班　14時～18時10分

（学科）　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室
（実技）和歌山市湊１８５０
日鉄ビジネスサービス関西㈱

44
名

      受講料　　　　　　 　１３，２００円
 　   （会員）  　 　　　　　１１，０００円
　 　 ﾃｷｽﾄ代           　　  １，７０５円

 合計 １４，９０５円(会員１２，７０５円)

実技は受付順番により、午前と午後に
分かれて実施させていただきます。

不
要

衛生推進者
養成講習

　　１１月　２日㈬
 9時30分～15時50分

　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会 研修室

20
名

受講料　 　　　 　　５，５００円
テキスト代　 　　 　１，１００円

合計　６，６００円

安全衛生推進者
養成講習

　　１１月　１日㈫
　　１１月　２日㈬
　9時30分～15時50分

　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会 研修室

30
名

受講料　　　　　 　　９，９００円
科目一部免除　　　５，５００円
ﾃｷｽﾄ代　　　　　 　１，４３０円

合計 11,３３０円（一部免除　6,930円）

講習科目の一部免除
①安全管理者(選任報告写し必要）は１日目
の全科目免除
②衛生管理者(免許証写し必要)は安全管理、
安全衛生関係法令を除く科目を免除

受講資格はありません。

職長・安全衛生
責任者教育
（建設業）

　　１０月２５日㈫
　　　9時～1７時
　　１０月２６日㈬
     　9時～1７時10分

　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会 研修室

50
名

受講料　　　　   　１３，７５０円
（会員） 　　  　 　１２，１００円
 ﾃｷｽﾄ代　　  　  　２，３３０円

 合計１６，０８０円(会員１４，４３０円)

不
要

受講資格はありません。

受講資格はありません

要

受講資格はありません

アーク溶接作業
特別教育

（学科・実技）

　１０月２１日㈮学科
　　　9時～18時
　１０月２２日㈯
　　　学科・実技
　　　8時30分～17時
　１０月２３日㈰ 実技
  　  9時～17時10分

　　　　　※駐車場事前申込必要
（第1日目：学科）
（第2日目午前：学科）
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会　研修室
（第2日目午後・第3日目：実技）
和歌山市園部1276番地
和歌山職業能力開発促進センター

25
名

受講料　　　　   　１９，８００円
（会員） 　　  　 　１６，５００円
 ﾃｷｽﾄ代　　  　  　１，２１０円

 合計２１，０１０円（会員１７，７１０円）

不
要

不
要

研削といし
取替等業務

特別教育（学科）

　　１０月１１日㈫
     9時～17時40分

　　　　　※駐車場事前申込必要
和歌山市西浜１０１４番地２７
（公社）和歌山県労働基準協会 研修室

50
名

受講料　　　　   　６，６００円
（会員） 　　  　 　５，５００円
 ﾃｷｽﾄ代　  　  　  １，３２０円

 合計７，９２０円 （会員 ６，８２０円）

衛生管理のつどい
　　　９月２８日㈬
 13時30分～16時30分

和歌山市北出島1丁目5番47号
和歌山県勤労福祉会館
（プラザホープ）
4Fホール

150
名

参加費　１，０００円

当日受付で受領します

労働衛生に関する意識の高揚と自主的労
働衛生管理活動の促進を目的に開催しま
す。
　特別講演では生活習慣研究所所長の森
山佐恵さんを迎え「ストレスに強くなれる　～
～時短×メンタル対策法～～」という演題で
ご講演頂きます。

写
真

和歌山支部実施分
和歌山市西浜1014番地27
ＴＥＬ：０７３-４４６-７０００　ＦＡＸ：０７３-４４７-９３１３

講　習　名 開催月日 開催場所 定員 受講料 備　考



受講資格はありません。

（注）上記の受講料・テキスト代には消費税が含まれております。

　　１１月　５日㈯
       8時30分～
　　１１月　６日㈰
　　１１月１２日㈯
　　１１月１３日㈰
　 　　8時～

第１日目（学科）
伊都建設会館
橋本市市脇4丁目１７５
第２日目～４日目（実技）
㈱台和　和歌山工場
紀の川市貴志川町神戸49-1

20
名

受講料　　　　　３０，８００円
ﾃｷｽﾄ代　　　 　 １，６５０円

　合計　 ３２，４５０円

４日間（学科７H・実技２４H)講習
自動車免許を所有する者。
受講資格については受講申込書に記載の申
込要領をご覧下さい。

要

Ｂ資格（２日間）（いずれかを有する者）
(1)普通自動車免許以上を有する者
(2)ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ等及び車両系建
設機械等運転技能講習を修了した者。
Ｃ資格（２日間）
(1)上記（B資格）に加え、移動式ｸﾚｰﾝ運転士
免許者または小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講
習を修了した者。

要

Ｂ資格者 ３７，９００円

高所作業車運転
技能講習

　　１０月１５日㈯
　　　　8時～
　　１０月１６日㈰
　 　 　9時～

第１日目（学科）
伊都建設会館
橋本市市脇4丁目１７５
第２日目（実技）
築野食品工業㈱第三工場駐車場
伊都郡かつらぎ町新田84

20
名

 受講料Ｂ ３５，７５０円
  受講料Ｃ ３３，５５０円
  ﾃｷｽﾄ代  　２，１５０円

Ｃ資格者 ３５，７００円

フォークリフト
運転技能講習

橋本支部実施分
橋本市市脇４丁目１７５番地　伊都建設会館３階西1号
ＴＥＬ：０７３６－３２－６４３７　ＦＡＸ：０７３６-３２-６４４６

講　習　名 開催月日 開催場所 定員 受講料 備　考
写
真

不
要

Ｃ資格者 ３５，７００円

クレーン運転
（5t未満）
特別教育

　　１０月２２日㈯
　　　　8時40分～
　　１０月２３日㈰
     　 8時20分～

第１日目（学科）
第２日目（実技）
中紀地域職業訓練センター
日高郡日高町荊木310

20
名

    受講料　　　　　　 　１３，２００円
 　 （会員）  　 　　　　　１１，０００円
　 ﾃｷｽﾄ代           　　  １，７０５円
 　　　　　合計 １４，９０５円
　　　　　(会員１２，７０５円)

第１日目（学科）
中紀地域職業訓練センター
日高郡日高町荊木310
第２日目（実技）
㈱きんでん御坊営業所

30
名

 受講料Ｂ ３５，７５０円
  受講料Ｃ ３３，５５０円
  ﾃｷｽﾄ代  　２，１５０円

Ｂ資格（２日間）（いずれかを有する者）
(1)普通自動車免許以上を有する者
(2)ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ等及び車両系建設機械
等運転技能講習を修了した者。
Ｃ資格（２日間）
(1)上記（B資格）に加え、移動式ｸﾚｰﾝ運転士免許者
または小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習を修了した
者。

要

Ｂ資格者 ３７，９００円

備　考
写
真

高所作業車運転
技能講習

　　１０月　１日㈯
　　１０月　２日㈰
　　　 　8時～

講　習　名 開催月日 開催場所 定員 受講料

御坊市湯川町財部７２４
ＴＥＬ：０７３８－２３－２０４９　ＦＡＸ：０７３８-２４-３８３６日高有田支部実施分

【申込み方法について】
◎申込みは、それぞれの講習実施先の窓口に電話で確認の後、技能講習申込用紙に必要事項を記入のうえ①窓口に持参（受講料を添え）

又は②郵送（受講料の払込みは受付完了後に、振込みか現金書留で）のいずれかでお願いします。 （振込先は講習実施先で異なります）
◎技能講習の申込みには、証明写真が1枚必要です。受講申込書の貼付欄に写真（縦3cm×横2.4cm、6ヵ月以内、正面、脱帽、無背景、上

三分身、裏面に科目・氏名明記のもの）を所定の位置に貼りつけて下さい。（特別教育等、写真不要の場合もありますのでご確認ください。）
また、サイズが不適切なもの、写真用光沢紙以外（普通紙）で印刷されたもの、あるいは不鮮明なものは再提出していただく場合があります。

◎申込書・受講料は、遅くとも休日（土日祝）を除く３日前までにお納め下さい。当日は受付できません。
◎申込み後の取消しは、休日（土日祝）を除く３日前までに連絡頂きましたら返金いたします。（振込手数料はご負担ください。）それ以後の返

金はできません。尚、受講者の変更は２日前まで可とします。

【受講当日の注意事項】
◎会場及び駐車場の詳細は受講券をご参照ください。（本部・和歌山支部実施分については、申込書にて駐車場を事前申込されている方に

駐車券を発行しておりますので、必ず車から見えるように置き所定の駐車場に停めて下さい。）
◎やむえず遅刻や欠席をする場合は、必ずご連絡下さい。遅刻の場合は、補講していただき、30分以上遅刻した場合は、受講できません。

※受講申込みにあたってお知らせいただく個人情報は、講習実施の目的以外使用することはありません。
ご提出いただいた申込書、添付書類、写真につきましては、受講を取り消されても返却致しません。あしからずご了承下さい。

※各支部で実施の講習の詳細・申込みについては、各支部へお問合せをお願い致します。

各支部実施の受講料振込先

和歌山支部 紀陽銀行 本店営業部 普通 １９９４４７０ 口座名 公益社団法人和歌山県労働基準協会

日高有田支部 きのくに信用金庫 御坊営業部 普通 ３８０８９６ 口座名 公益社団法人和歌山県労働基準協会日高有田支部

橋本支部 紀陽銀行 橋本支店 普通 ７１６２６２ 口座名 公益社団法人和歌山県労働基準協会 橋本支部

田辺支部 紀陽銀行 田辺支店 普通 １１３４６４８ 口座名 公益社団法人和歌山県労働基準協会 田辺支部
新宮支部 紀陽銀行 新宮支店 普通 １０６９４２７ 口座名 公益社団法人和歌山県労働基準協会 新宮支部


