
 

 

評価書（個票） 

事務・事業名 安全衛生推進者等の養成に係
る講習 

担当課 
  （担当課長） 

労働基準局 
安全衛生部 安全課 
（野澤 英児） 

根拠法令等 労働安全衛生法第１２条の２ 
労働安全衛生規則第１２条の３ 

類 型 講習研修 

指定等

の形態 

登録 

事務・事業の 
概要 

○事務・事業の内容 
 安全衛生推進者又は衛生推進者（以下「安全衛生推進者等」）の養成を行うもの

である。 

事務・事業の 
目的 

安全衛生推進者等は、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない
中小規模事業場の安全衛生管理体制を明確にし、その安全衛生水準の向上を図る

ことを目的として選任が義務づけられているものであるが、これらの者を確保す
るため養成を行っているものである。 

 関連する 
政策目標 

－ 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

法人の指定等 
の状況 

別紙のとおり。 

指定・登録等の

基準に対する 
よくあるお問い
合わせと回答 

特になし 

料金等・積算根
拠 

別紙のとおり。 
 

事務・事業の実
績 

○実績（平成 26年度） 
 24,335 名 

（安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習の受講人数の合計） 
 
○事業収入（平成 27 年度） 
 事業収入について報告を求めることになっていないため把握していない。 

国からの補助金
等 

○補助金・委託費等 
なし 



 

 

事務・事業の見
直し状況（これ

までの検証） 

「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審
査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」（平成１８年８月１５日閣議決

定）に基づき、事務・事業の定期的検証を行っているところである。 
これまでに行った見直しは、以下のとおり。 
・指定、登録等の基準、指定、登録等を受けた法人に係る事項等をインターネッ
トで公開した。 

・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（H21.3.30 厚生労働省令第 55号）
により、登録機関において実施することとした上で、登録基準の基本的事項、主
務大臣に対する報告に係る規定等を定めた。（平成 21 年 3 月） 

事務・事業の必
要性等・有効性 

安全衛生推進者等は、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない
中小規模事業場の安全衛生管理体制を明確にし、その安全衛生水準の向上を図る

ことを目的として選任が義務づけられているものであり、中小規模事業場におけ
る安全衛生水準の向上、ひいては中小規模事業場における労働災害防止に資する
ものであり、本事業は必要かつ有効である。 

事務・事業の執
行体制の妥当性 

行政の裁量の余地のない形で登録を行う登録制度により実施しているところで
あり、すでに民間により実施される制度となっている。 

評価結果の総括 
（現状分析（事
務・事業の評価）
と今後の方向

性） 
 

指定制から登録制の移行及びその後の事業、事務の見直しを通じて、透明性は十
分に確保されているものと思料されることから、今後とも「「国からの指定等に基
づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透
明化・合理化のための基準」（平成１８年８月１５日閣議決定）に基づき、事業の

透明性を確保しつつ、引き続き本事業を継続していくべきである。 

備考  

  



安全衛生推進者等の養成に係る講習　-労働安全衛生規則第12条の3）]

合計169法人
・公益法人117法人
・財団法人10法人
・医療法人１法人
・職業訓練法人２法人
・社会福祉法人１法人
・民間会社23法人
・職業訓練法人２法人
・その他13法人

法人名 指定・登録等の時期 （連絡先-ＴＥＬ） 料金
公益法人117法人

北海道労働基準協会連合会 平成26年9月25日 011-747-6141
安全衛生9,800円
衛生6,500円

労務管理教育センター 平成23年10月13日 03-6417-4595
安全衛生11,290円
衛生9,870円

一般社団法人青森地区労働基準協会 平成21年10月20日 017-723-1755 安衛10,000円、衛7,000円

一般社団法人弘前地区労働基準協会 平成21年9月3日 0172-26-0663
安衛10,000円（一部免除者8,000
円)、衛8,000円

一般社団法人八戸地方労働基準協会 平成21年10月20日 0178-22-7948 安衛10,000円、衛6,000円

一般社団法人黒石地区労働基準協会 平成21年10月20日 0172-53-5787
安衛10,000円（一部免除者8,000
円)、衛8,000円

一般社団法人西北労働基準協会 平成22年2月2日 0173-35-6336
安衛10,000円（一部免除者7,000
円)、衛7,000円

一般社団法人上北労働基準協会 平成21年11月24日 0176-22-2234 安衛10,000円、衛8,000円

一般社団法人下北地区労働基準協会 平成21年7月29日 0175-22-1389
安衛8,000円（一部免除者7,000
円,6,000円)、衛7,000円

公益社団法人宮城労働基準協会 平成21年10月1日 022-265-4091

受講料
安全衛生推進者10,700円
衛生推進者8,480円
テキスト代　販売価格

公益社団法人労務管理教育センター 平成22年11月4日 03-6417-4595

受講料
安全衛生推進者11,290円　(テキスト
代含む)
衛生推進者8,970円(テキスト代含む)

一般社団法人秋田県労働基準協会 平成21年12月28日 018-862-3362
受講料　         一般12,960円
　　　　　 一部免除者10,800円

一般社団法人山形労働基準協会 平成21年10月1日 023-643-7871
受講料13,500円（テキスト代、消費税
込）

一般社団法人最上労働基準協会 平成22年3月16日 0233-22-0942
受講料13,000円（テキスト代、消費税
込）

一般社団法人酒田労働基準協会 平成22年4月5日 0234-22-1311
受講料13,000円（テキスト代、消費税
込）

一般社団法人鶴岡労働基準協会 平成22年4月16日 0235-22-1759
受講料11,900円（消費税込）
テキスト代 実費

一般社団法人村山労働基準協会 平成23年4月1日 0237-53-2664
受講料13,000円（テキスト代、消費税
込）

一般社団法人郡山労働基準協会 平成21年10月1日 024-932-3266 受講料7,000円、テキスト代1,200円

一般社団法人白河労働基準協会 平成21年10月1日 0248-24-0961 受講料10,000円　テキスト代1,200円

一般社団法人いわき労働基準協会 平成21年10月1日 0246-29-0011 受講料8,000円、テキスト代1,200円

一般社団法人相馬労働基準協会 平成21年12月1日 0244-36-5135 受講料10,000円、テキスト代1,200円

公益社団法人須賀川労働基準協会 平成21年12月4日 0248-75-0244 受講料8,500円、テキスト代1,200円

一般社団法人会津労働基準協会 平成21年12月4日 0242-27-8511 受講料10,000円、テキスト代1,200円

一般社団法人福島労働基準協会 平成22年2月1日 024-522-4834 受講料7,560円、テキスト代1,200円

社団法人富岡労働基準協会 平成22年3月29日 0246-25-9361 受講料7,０００円、テキスト代1,200円

一般社団法人喜多方労働基準協会 平成22年3月18日 024-522-4834 受講料11,000円、テキスト代1,200円

（一社）太田労働基準協会 平成21年9月16日 0294-72-3489 受講料　10,000円（テキスト代　別途）

（一社）鹿島労働基準協会 平成21年9月16日 0299-83-8440 受講料　10,280円（テキスト代　別途）

（一社）水戸労働基準協会 平成21年12月10日 029-233-6622
受講料　10,280円（テキスト代　別
途）

（一社）土浦労働基準協会 平成21年12月16日 029-824-0324 受講料　10,280円（テキスト代　別途）

（一社）筑西労働基準協会 平成22年2月19日 0296-24-2796 受講料　10,000円（テキスト代　別途）

（一社）水海道労働基準協会 平成22年2月24日 0297-22-0949 受講料　10,000円（テキスト代　別途）

（一社）竜ケ崎労働基準協会 平成22年3月1日 0297-62-7923 受講料　10,280円（テキスト代　別途）

（一社）日立労働基準協会 平成22年7月28日 0294-23-3431 受講料　10,280円（テキスト代　別途）

（一社）茨城労働基準協会連合会 平成27年10月1日 029-225-8881 受講料　7,560円（テキスト代　別途）

一般社団法人栃木県労働基準協会連合
会

平成21年9月24日 028-622-5391
受講料　11,880円   (衛生　8,640円）
テキスト代　1,296円　（衛生　972円）

一般社団法人　群馬労働基準協会連合会 平成21年10月1日 027-233-3582

＜安衛推進者講習＞
受講料 \11,880（税込）
テキスト代 \1,296（税込）
＜衛生推進者講習＞
受講料 \7,560（税込）
テキスト代 \972（税込）

安全衛生推進者等の養成に係る講習
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一般社団法人　高崎労働基準協会 平成21年10月1日 027-323-9847

＜安衛推進者講習＞
受講料 \11,340（税込・テキスト代
別）
＜衛生推進者講習＞
受講料 \7,020（税込・テキスト代別）

一般社団法人　前橋労働基準協会 平成21年10月1日 027-234-3675

＜安衛推進者講習＞
受講料 会員\12,000（テキスト代込・
税込）
　　　　　非会員\12,600（テキスト代
込・税込）
＜衛生推進者講習＞
受講料 会員\7,400（テキスト代込・
税込）
　　　　　非会員\7,900（テキスト代
込・税込）

一般社団法人　伊勢崎労働基準協会 平成21年10月1日 0270-22-0620

＜安衛推進者講習＞
受講料 \10,300
テキスト代 \1,200
消費税 \920

一般社団法人　太田崎労働基準協会 平成21年10月1日 0276-46-5774

＜安衛推進者講習＞
受講料 \11,600
テキスト代 \1,296
＜衛生推進者講習＞
受講料 \8,300
テキスト代 \972

社団法人埼玉労働基準協会連合会 平成22年4月30日 048-822-3466
安衛推進者１１０００円
衛生推進者８５００円

(公社)千葉県労働基準協会連合会 平成21年10月28日 043-241-2626 安１１，６００円　　　衛７，０００円

公益社団法人東京労働基準協会連合会 平成21年6月5日 03-6380-8305

安衛推進者
　受講料 12,340円　テキスト代別途
衛生推進者
　受講料 8,220円　テキスト代別途

一般社団法人三田労働基準協会 平成21年9月25日 03-3451-0901

安衛推進者
　受講料 10,000円　テキスト代実費
衛生推進者
　受講料 7,000円　テキスト代実費

一般社団法人品川労働基準協会 平成21年9月9日 03-3447-2472

安衛推進者
　受講料 10,000円　テキスト代別途
衛生推進者
　受講料 8,000円　テキスト代別途

一般社団法人大田労働基準協会 平成21年9月4日 03-3738-0118

安衛推進者
　受講料 10,000円　テキスト代別途
衛生推進者
　受講料7,000 円　テキスト代別途

一般社団法人新宿労働基準協会 平成21年9月25日 03-3366-4737

安衛推進者
　受講料 11,000円
衛生推進者
　受講料 8,000円

一般社団法人池袋労働基準協会 平成21年9月25日 03-3988-6344

安衛推進者
　受講料 8,904円　テキスト代別途
衛生推進者
　受講料 7,228円　テキスト代別途

公益社団法人労務管理教育センター 平成21年6月5日 03-6417-4595

安衛推進者
　受講料 13,290円
衛生推進者
　受講料 8,970円

一般社団法人日本労働安全衛生コンサル
タント会

平成24年2月2日 03-3453-7935

安衛推進者
　受講料 10,500円　テキスト代別途
衛生推進者
　受講料 6,300円　テキスト代別途

一般社団法人安全衛生マネジメント協会 平成27年1月26日 03-3555-3701

安衛推進者
　受講料 14,256円　テキスト代 1,244
円
衛生推進者
　受講料 7,344円　テキスト代 956円

(公社)神奈川
労務安全衛生協会

平成26年10月1日 045-662-5965

安全衛生推進者
受講料9,800円
テキスト代1,296円

衛生推進者
受講料8,770円
テキスト代972円

一般社団法人新潟県基準協会連合会 平成21年7月1日 025-283-2201
17,712円
(テキスト代：2592円含む）

一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 平成21年7月1日 025-267-1200
8,646円
（テキスト代：2166円含む）

公益社団法人労務管理教育センター 平成25年6月7日 03-6417-4595
安全衛生：11,290円
衛生：8,970円

一般社団法人　富山県労働基準協会 平成21年11月19日 076-442-3966
受講料7,344円
テキスト代1,810円

（一社）金沢労働基準協会 平成21年11月5日 076-232-2976
受講料12,200円
テキスト代含む

（一社）小松労働基準協会 平成22年4月16日 0761-22-4232
受講料12,000円
テキスト代含む

（一社）七尾労働基準協会 平成21年11月5日 0767-52-5343
受講料13,000円
テキスト代含む

（一社）加賀労働基準協会 平成22年4月19日 0761-73-1475
受講料12,000円
テキスト代含む
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（一社）奥能登総合労働基準協会 平成22年8月2日 0768-52-2049
受講料12,000円
テキスト代含む

公益社団法人福井県労働基準協会 平成21年9月28日 0776-54-3323

安全衛生推進者等の養成に係る講
習(消費税込）
会員8,940円（受講料8,644円、テキス
ト代296円）
非会員9,940円（受講料8,644円、テ
キスト代1,296円）

一般社団法人山梨県労働基準協会連合会 平成21年12月2日 055-251-6626

安全衛生推進者（受講料8，200円テ
キスト代1，200円）　衛生推進者
（受講料5，500円テキスト代900円）
消費税別

（社）・一般社団法人長野県労働基準協会連合会
安衛推進者平成21年10月1日
衛生推進者平成23年12月27日

026-223-0280

安衛推進者
受講料9,250円
テキスト代1,296円
衛生推進者
受講料6,170円
テキスト代972円

公益社団法人岐阜県労働基準協会連合会 平成21年10月9日 058-279-3399 安全衛生推進者8,000円

一般社団法人浜松労働基準協会 平成21年8月24日 053-452-4853 安衛11300円、衛生8600円

公益社団法人静岡県労働基準協会連合会 平成21年10月15日 054-254-1012 安衛12800円、衛生10200円

一般社団法人磐田労働基準協会 平成25年2月6日 0538-32-2638 安衛11550円、衛生9450円

一般社団法人名古屋南労働基準協会 平成21年8月27日 052-651-9246
受講料　安全衛生￥14,000
（一部免除　￥10,000）
衛生￥9,000　（消費税、テキスト代

一般社団法人名北労働基準協会 平成21年9月30日 052-961-1666
受講料　安全衛生￥14,000
（一部免除　安￥7,00　衛￥5,000）
衛生￥9,000（消費税、テキスト代込）

一般社団法人半田労働基準協会 平成21年10月2日 0569-21-4440
受講料　￥16,200（一部免除
￥12,200）

公益社団法人愛知労働基準協会 平成21年12月2日 052-221-1436
受講料　安全衛生￥14,000
（一部免除￥13,000）
衛生￥9,000（消費税、テキスト代別）

公益社団法人労務管理教育センター 平成22年3月15日 03-6417-4595
受講料　安全衛生￥13,290
衛生￥8,970（消費税、テキスト代込）

一般社団法人建築物管理訓練センター 平成23年1月5日 03-3805-7575
受講料　安全衛生￥15,120
衛生￥12,960（消費税、テキスト代

一般社団法人刈谷労働基準協会 平成28年2月24日 0566-21-6337
受講料　￥14,000（消費税、テキスト
代別）

一般社団法人三重労働基準協会連合会 平成22年2月12日 059‐227‐1051

安全衛生推進者養成講習受講料
10,500円
　安全管理者の資格取得者　6,900
円
　衛生管理者の資格取得者　6,400
円

一般社団法人四日市労働基準協会 平成22年1月8日 059‐353‐3910

安全衛生推進者養成講習受講料
10,800円
　安全管理者の資格取得者　6,480
円
　衛生管理者の資格取得者　6,480
円

衛生推進者養成講習　受講料
公益社団法人滋賀労働基準協会 平成27年6月17日 077-522-1786

受講料　9,720円（税込）
テキスト代　1,296円（税込）

公益社団法人京都労働基準協会　（衛生
推進者：京衛推第2号）

平成24年11月6日 075-321-2731
受講料7,000円（テキスト代は含まな
い。）

公益社団法人京都労働基準協会　（安衛
推進者：京安推第4号）

平成24年11月6日 075-321-2731
受講料12,000円（講習科目一部免除
者10,000円、テキスト代は含まな
い。）

一般社団法人　大阪労働基準連合会 平成21年9月24日 06-6942-7401

①安全衛生推進者１３１７６円（受講
料１１０００円(税別）消費税８８０円
テキスト代(税込１２９６円）
②衛生推進者７４５２円（受講料６００
０円(税別）消費税４８０円
テキスト代９７２円（税込）

一般社団法人　淀川労働基準協会 平成21年10月6日 06-6396-5601 １１８８０円（税込、テキスト代別）

一般社団法人　西野田労働基準協会 平成21年10月8日 06-6462-4451 １１８８０円（税込、テキスト代別）

一般社団法人　東大阪労働基準協会 平成21年11月10日 06-6723-3450 １１０００円（税別、テキスト代別）

一般社団法人　岸和田労働基準協会 平成21年11月20日 072-431-0321 １０３００円（テキスト代、税込）

一般社団法人　茨木労働基準協会 平成21年12月9日 072-622-8487

①安全衛生推進者８７００円（税、テ
キスト代別）
②一部免除４９４０円(税、テキスト代
別）
衛生推進者４９４０円(税、テキスト代
別）
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一般社団法人　大阪中央労働基準協会 平成22年3月26日 06-6941-3773

①安全衛生推進者　１０２８６円(税
込、テキスト資料代別）
②衛生推進者５４５２円(税込、テキ
スト代別）

一般社団法人　大阪南労働基準協会 平成22年4月21日 06-6656-3443 １１０００円（税別、テキスト代別）

公益社団法人　労務管理教育センター 平成22年6月23日 03-6417-4596

①安全衛生推進者　１２２９０円（テキ
スト代、消費税込）
②衛生推進者　８９７０円（テキスト
代、消費税込）

一般社団法人　和泉大津地区労働基準協
会

平成22年7月27日 0725-32-0668

会員１４２９６円(受講料１３０００円(税
免除、テキスト１２９６円(内税））
非会員１５２９６円(受講料１４０００円
(税免除、テキスト１２９６円(内税））

(一社)兵庫労働基準連合会 平成21年9月15日 078-231-6903 受講料12,000円　テキスト代1,200円

（一社）千葉労務安全教育研究会 平成27年10月14日 078-942-8876 受講料11,500円　テキスト代1,200円

公益社団法人奈良県労働基準協会 平成24年4月20日 0742-36-2040
安全衛生推進者受講料11,000円テ
キスト代1,290円　　衛生推進者受講
料8,000円テキスト代970円

和歌山労働基準協会 平成21年10月2日登録 073-433-0343
受講料9,720円　一部免除者5,400
衛生推進者5,400
テキスト代1,296円

一般社団法人鳥取県労働基準協会 平成22年2月18日 0857-52-7300
受講料14,000円（テキスト代1,296円
を含む）

一般社団法人島根労働基準協会 平成21年10月1日 0852-23-1730
受講料11,340円 テキスト別料金の
設定はなし。

（一社）岡山県労働基準協会 平成26年3月31日 086-225-3571 6480円（全科目）

公益社団法人　広島県労働基準協会 平成21年10月19日 082-221-0725
安全衛生推進者養成講習　10,500円
衛生推進者養成講習　6,300円

公益社団法人　労務管理教育センター 平成25年2月7日 03-6417-4596
安全衛生推進者養成講習　11,290円
衛生推進者養成講習　8,970円

社団法人山口県労働基準協会 平成21年8月18日 083-925-1430
安衛推進者一般9,720円
〃一部免除者7,560円
衛生推進者7,560円

（一社）徳島県労働基準協会連合会 平成27年3月31日 088-634-1266
受講料（会員）8,200円　（非会員）
10,200円

徳島地方労働基準協会安全衛生推進者
等養成講習所

平成27年2月4日 088-625-4456 受講料13,000円

一般社団法人　香川労働基準協会 平成21年10月 1日 087-816-1401
安全衛生推進者講習　7,２00円（税
込み)
衛生推進者講習　5,１４0円（税込み)

公益社団法人愛媛労働基準協会 平成21年10月9日 089-921-7033

安全衛生：受講料8,640円
　　　　テキスト代1,296円
衛生：受講料6,480円
　　　　テキスト代972円

一般社団法人高知県労働基準協会連合
会

平成21年10月29日 088-861-5566
受講料8,640円
テキスト代1,296円

公益社団法人福岡県労働基準協会連合
会

平成21年10月13日 092-262-7874
受講料10,800 円
テキスト代1,290円

公益社団法人労務管理教育センター 平成22年4月28日 03-6417-4596
受講料11,290 円(福岡会場)
受講料はテキスト代込み

一般社団法人福岡経営者労働福祉協会 平成23年1月17日 092-555-5822
受講料10,900 円
テキスト代1,300円

一般社団法人 佐賀県労働基準協会 平成22年1月19日 0952-37-8277
受講料11,310円
テキスト代1,290円

一般社団法人長崎県労働基準協会 平成26年10月1日 095-849-2450
受講料　8,208円（会員）
受講料　10,368円（会員外）
テキスト代　1,269円

（一社）熊本県労働基準協会 平成21年9月30日 096-245-7821
受講料9,288円
テキスト代1,296円

（公社）労務管理教育センター 平成25年5月13日 03-6417-4595
受講料10,000円
テキスト代1,290円

社団法人大分県労働基準協会 平成21年10月1日 097-532-5763 受講料8,400円テキスト1200円

（公社）宮崎労働基準協会 平成22年3月1日 0985-25-1853
受講料１１，２０４円
テキスト代１，２９６円

公益社団法人鹿児島県労働基準協会 平成21年9月30日 099-226-3621

(安全衛生推進者）
受講料 11,880円
テキスト代 1,296円
(衛生推進者)
受講料 7,560円
テキスト代 972円

一般社団法人 沖縄県労働基準協会 平成21年12月17日 098-868-2826
受講料　9,720 円
テキスト代 1,296円

財団法人10法人

建築物管理訓練センター 平成23年3月28日 03-3805-7575
安全衛生15,120円
衛生12,960円

公益財団法人岩手労働基準協会 平成21年10月21日 019-681-9911 8,000円（テキスト代含まず)

一般財団法人建築物管理教育センター 平成24年3月1日 03-3805-7575

受講料
安全衛生推進者13,000円　(テキスト
代含む)
衛生推進者10,000円(テキスト代含
む)

一般財団法人日本経営教育センター 平成21年9月17日 03-5249-1020

安衛推進者
　受講料 12,000円　テキスト代別途
衛生推進者
　受講料 8,000円　テキスト代別途
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一般財団法人安全衛生普及センター 平成21年9月4日 03-5979-9750

安衛推進者
　受講料 12,340円　テキスト代別途
衛生推進者
　受講料 8,220円　テキスト代別途

一般財団法人地方公務員安全衛生推進
協会

平成21年7月30日 03-3230-2021
安衛推進者
　受講料 3,000円　テキスト代別途
衛生推進者登録なし

一般財団法人建築物管理訓練センター 平成21年11月30日 03-3805-7575

安衛推進者
　受講料 15,120円
衛生推進者
　受講料 12,960円

一般財団法人中小建設業特別教育協会 平成22年10月14日 03-3555-0201

安衛推進者
　受講料 14,256円　テキスト代 1,244
円
衛生推進者
　受講料 7,344円　テキスト代 956円

一般財団法人日本産業技能教習協会 平成24年10月15日 03-3254-8404
安衛推進者
　受講料 15,750円　テキスト代別途
衛生推進登録なし

公益財団法人社会医学研究センター 平成27年6月8日 03-5976-2989
安衛推進者登録なし
衛生推進者
　受講料 6,000円　テキスト代別途

一般財団法人　地方公務員安全衛生推進
協会

平成21年10月8日 03-3230-2021 ３０００円（食事代別）

一般財団法人建築物管理訓練センター 平成21年12月14日 03-3805-7575

①安全衛生推進者　１５１２０円(教材
費、消費税込）
②衛生推進者　１２９６０円(教材費、
消費税込）

医療法人１法人

（医）洋和会 平成27年9月2日 076-248-7575
受講料7,000円
テキスト代800円

職業訓練法人２法人

職業訓練法人東京都調理職業訓練協会
安衛　平成27年3月31日
衛生　平成27年11月17日

03-5471-7601

安衛推進者
　受講料 12,340円　テキスト代 1,296
円
衛生推進者
　受講料 8,304円　テキスト代 1,296
円

職業訓練法人北九州地区職業訓練協会 平成24年3月15日 093-651-3775
受講料9,000 円　テキスト代込み

社会福祉法人１法人

社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷浜松
病院附属診療所聖隷健康診断センター

平成22年3月5日 053-473-5501 安衛12000円、衛生10000円

民間会社23法人

㈱ウェルネット 平成24年4月10日 03-5308-1350
安全衛生11,680円
衛生7,600円

（株）キユーソーエルプラン 平成26年12月1日 04-2968-9011

安全衛生推進者　9,000円（テキスト
代　1,260円）
衛生推進者　7,000円（テキスト代
1,260円）

（株）アイ・シー研修センター 平成28年5月30日 03-6806-8281

安全衛生推進者　11,000円（テキスト
代　別途）
衛生推進者　7,000円（テキスト代
別途）

コマツ教習所（株）栃木センタ 平成24年2月7日 0285-28-8300
受講料　13,704円　　（衛生　10,128
円）

株式会社アイ・シー研修センター 平成23年7月8日 03-6806-8281
安衛推進者１１０００円、テキスト代
別

株式会社ウェルネット 平成25年5月14日 03-5308-1350
安衛推進者１２０００円、テキスト代
込

㈱アイ・シー研修センター 平成23年6月22日 03-6806-8281 安１１，０００円　　　衛７，０００円

株式会社アイ・シー研修センター 平成23年1月11日 03-6806-8281

安衛推進者
　受講料 11,000円　テキスト代別途
衛生推進者
　受講料 7,000円　テキスト代別途

株式会社ウェルネット 平成23年2月25日 03-5308-1350

安衛推進者
　受講料 13,080円　テキスト代別途
衛生推進者
　受講料 7,680円　テキスト代別途

日本電子株式会社 平成24年8月8日 042-542-2139

安衛推進者
　受講料 無料
衛生推進者
　受講料 無料

㈱アイ・シー研修センター 平成23年6月24日 03-6806-8281

安全衛生推進者
受講料11,000円
テキスト代1,296円

衛生推進者
受講料7,000円
テキスト代972円
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㈱ ウェルネット 平成25年5月20日 03-5308-1350

安全衛生推進者
受講料・テキスト代込
14,580円（テキスト代1,296円）

衛生推進者
受講料・テキスト代込
9,180円（テキスト代1,296円）

株式会社セーフティーアドバンス 平成21年6月23日 0566-27-0266
受講料　￥14,700（消費税込、テキス
ト代別）

豊田安全衛生マネジメント株式会社 平成22年3月26日 0565-33-9930
受講料　安全衛生￥12,600
（一部免除￥11,550）
衛生￥8,400（消費税込、テキスト代

株式会社ウェルネット 平成24年2月17日 03-5308-1350
受講料　安全衛生￥13,080
衛生￥7,680（消費税込、テキスト代

キャタピラー教習所株式会社 平成25年5月27日 0532-65-5151
受講料　安全衛生￥16,500
（一部免除￥11,500）
衛生￥10,500（消費税、テキスト代

キャタピラー教習所(株） 平成22年2月9日 072-641-1121

安全衛生推進者
①一般　１０時間コース　１４０００円
(税込、テキスト代別）
②安全管理者　５時間コース１１０００
円(税込、テキスト代別）
③衛生管理者　４時間コース　１１００
０円（税込、テキスト代別）
衛生推進者
１００００円（税込、テキスト代別）

株式会社ウェルネット 平成24年3月1日 03-5308-1350

７６８０円(税込）、教材費（テキスト
等）は別途必要
講師を派遣して講習を実施するとき
は、講師派遣料と講義料２２６６００
円(税込）、教材費は別途必要

株式会社ウェルネット 平成24年4月25日 03-5308-1350
受講料14,580 円　テキスト代込み

有限会社　アイ・アイ・エス 平成26年4月7日 092-953-4539
受講料5,400円
テキスト代1,000円

(有)アイ・アイ・エス 平成26年4月22日 092-953-4539
受講料5,000円
テキスト代1,000円

有限会社アイ・アイ・エス 平成26年8月8日 092-953-4539 受講料5000円　テキスト1000円

（有）アイ・アイ・エス 平成26年6月3日 092-953-4539
受講料5,400円　（衛生推進者養成講
習）
テキスト代１，000円

職業訓練法人２法人

職業訓練法人東京都調理職業訓練協会
安衛　平成27年3月31日
衛生　平成27年11月17日

03-5471-7601

安衛推進者
　受講料 12,340円　テキスト代 1,296
円
衛生推進者
　受講料 8,304円　テキスト代 1,296

職業訓練法人北九州地区職業訓練協会 平成24年3月15日 093-651-3775
受講料9,000 円　テキスト代込み

その他13法人
陸上貨物運送事業労働災害防止協会福
島県支部

平成21年10月27日 0244-36-5135 受講料9,568円、テキスト代2,285円

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 平成21年9月28日 03-3455-3857 受講料　14,532円（テキスト代　別途）

斉藤一恵
（古河労働基準協会会長）

平成21年10月13日 0280-31-4176
受講料　10,280円（テキスト代　別
途）

陸上貨物運送事業労働災害防止協会栃木県支部 平成23年8月23日 028-658-2515
受講料　9,143円+消費税
テキスト代　2,400円

陸上貨物運送事業労働災害防止協会群
馬県支部

平成21年10月1日 027-261-0244
＜安衛推進者講習＞
受講料 \8,000
テキスト代 \2,400

陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支部 平成21年10月21日 048-645-2770 安衛推進者８０００円

建設業労働災害防止協会東京支部 平成21年9月24日 03-3551-5372

安衛推進者
　受講料 12,000円　テキスト代別途
衛生推進者登録なし

建設業労働災害防止協会富山県支部 平成21年10月2日 076-478-4900
受講料7,350円（平成２６年４月１日よ
り休止中）
テキスト代1,600円

びわこ安全衛生環境支援センター 平成25年9月12日 077-545-2137
受講料　8,000円（税込）
テキスト代　別途

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 平成21年12月25日 06-6965-4035 １００００円（税込、教材費別途）

但馬安全衛生協会 平成21年10月11日 0796-24-2680 受講料12,000円　テキスト代無料

建設業労働災害防止協会香川支部 平成21年10月 1日 087-821-5243
安全衛生推進者講習　９,６00円（税
込み)

陸上貨物運送事業労働災害防止協会福岡県支部 平成21年11月9日 092-431-1604
受講料9,720 円
受講料4,437円


