
                                                                                        一般社団法人 日本クレーン協会近畿支部  

                     令 和 ５年 度 上 期 各 種 講 習 日 程 案 内                        大阪労働局長登録教習機関 第８号   
                                                                                                       〒５８１-００８１ 八尾市南本町９丁目 1 番５３号 

TEL ０７２－９９１－３３３１ FAX ０７２－９９１－８９１１ 
[    ] 内はコード№  

講習の種類 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

①クレ－ン運転 実技教習 

《6 日間》 

[0101]   3 日～ 8 日 

[0102]  10 日～15 日 

[0103]  17 日～22 日    

[0104]  24 日～29 日 

[0105]   8 日～ 13 日 

[0106]  15 日～18、20、21 日 

[0107]  22 日～27 日 

[0108]  29 日～6 月 3 日 

[0109]   5 日～ 10 日 

[0110]  12 日～17 日 

[0111]  19 日～24 日 

[0112]  26 日～7 月 1 日 

[0113]   3 日～ 8 日 

[0114]  10 日～15 日 

[0115]  17 日～22 日 

[0116]  24 日～29 日 

[0117]  31 日～ 8 月 5 日 

[0118]   7 日～12 日 

[0119]  14 日～19 日 

[0120]  21 日～26 日 

[0121]  28 日～9 月 2 日      

[0122]   4 日～ 9 日 

[0123]  11 日～16 日 

[0124]  18 日～23 日 

[0125]  25 日～30 日 

②クレ－ン運転 実技教習

《夜間 7 日間》 

[0161]  3 日～12 日 [0162]  8 日～17 日 

[0163]  29 日～6 月 7 日 

 
[0164]  4 日～13 日 [0165]  1 日～10 日 [0166]  4 日～13 日 

③移動式ｸﾚｰﾝ運転     

実技教習《6 日間》 

[0201]  11 日～18 日  [0202]  16 日～24 日  [0203]  12 日～20 日  [0204]  11 日～19 日 

 

[0205]  17 日～ 24 日 

 

[0206]  12 日～20 日 

 

玉 

掛 

け 

技 

能 

講 

習 

④実務経験者 

《3 日間》 

 [1101]  15・16 日(22 日)  [1102]  13・14 日(17 日)  [1103]  5・6 日(12 日) 

⑤一 般 者 

 《3 日間》 

[1161]   3・4 日(5、6 日) 

[1162]  10・11 日(12、13 日) 

[1163]  24・25 日(26、27 日) 

[1164]   15・16 日(17、18 日)  

[1165]  25・26（30、31、6/1 日)  

[1166]   8・9 日(12、13 日) 

[1167]  21・22 日(26、27 日) 
[1168]   4・5 日(6、7、10 日) 

[1169]  13・14 日(19､20 日) 
 

[1170]   1・2 日(3、4、7 日) 

[1171]  23・24 日(25,28,29 日) 

[1172]   5・6 日(7、11 日)  

[1173]  25・26 日(27､28 日)  

⑥床上操作式ｸﾚ-ﾝ 

 運転技能講習《3 日間》 

[1201] 13・14 日(17,18,19,20 日) 

[1202] 27・28 日(5/8,9,10,11 日)  

[1203] 17・18 日(22,23,24,25 日) 

[1204] 29・30 日(31、6/1、5 日)  

[1205] 12・13 日(14,15,19,20 日)   

[1206] 26・27 日(28、29、7/3 日)  

[1207]  6・7 日(10,11,12,13 日)   

[1208] 27・28 日(31、8/1、2 日) 

[1209] 21・22 日(23、24、28 日)  [1210] 14・15 日(18,19,20,21 日) 

⑦小型移動式ｸﾚ-ﾝ 

 運転技能講習《3 日間》 

[1301]  3・4 日(5、6、7 日) 

[1302] 17・18 日（19、20、21 日)  

[1303]  8・9 日(10､11､12 日) 

[1304] 25・26 日（29、30、31 日) 

[1305]  6・7 日（8、9 日) 

[1306] 20・21 日（22、23 日)  

[1307]  3・4 日(5、6 日)  

[1308] 24・25 日(26、27 日) 

[1309]  3・4 日(7、8、9 日)  

[1310] 28・29 日(30、31 日) 

 

[1311]  4・5 日(6、7、8 日) 

[1312] 25・26 日(27、28 日) 

⑧玉掛け(一般者)＋ 

 ｸﾚｰﾝ運転業務特別教育 

  《4 日間》 

[1701] 5・6・7 日（10､11 日)  

[1702]19・20・21 日（24、25 日) 

[1703] 8・9・10 日（11,12,15 日)  

[1704]22・23・24 日（25,26,29 日）

[1705]31・6/1・2 日（6/5,6,7 日) 

[1706] 14・15・16 日（19,20,21 日) 

[1707] 28・29・30 日（7/3,4,5 日) 

[1708] 10・11・12 日（13,14,18 日） 

[1709] 24・25・26 日（27,28,31 日) 

[1710]  3・4・7 日（8、9 日) 

[1711] 16・17・18 日（21、22 日) 

[1712] 28・29・30 日（31,9/1,4 日) 

[1713] 11・12・13 日（14,15,19 日)  

[1714] 27・28・29 日（10/2、3 日) 

⑨ｸﾚｰﾝ運転業務特別教育 

  《2 日間》 

[2101]  27 日(28 日)   [2102]  22 日(23 日) [2103]  8 日(9 日) [2104]  10 日(11 日) 

 

[2105]  16 日(17 日)  [2106]  7 日(8 日)  

⑩ｸﾚ-ﾝ運転士[ｸﾚｰﾝ限定] 

 学科試験準備講習 

[5101]  10・11・12 日 [5102]  15・16・17 日 [5103]  5・6・7 日 [5104]  18・19・20 日 

[5105]  31・8/1・2 日 

 [5106]  19・20・21 日 

⑪安全衛生教育 

  
[6201]  2 日（工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ)   [6101]  8 日(ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾚｰﾝ)        

⑫定期自主検査者    

安 全 教 育 

[3101]  18 日(天井ｸﾚｰﾝ) [3102]  12 日(天井ｸﾚｰﾝ) [3103]  20 日(天井ｸﾚｰﾝ)  [3104]   8 日(天井ｸﾚｰﾝ)  

[3201]  10 日(移動式ｸﾚｰﾝ) 

 

 ※日程上部[   ]の数字は、コード№です。申込書記入及び問い合わせのときにご利用ください。        ※受講予約については、ホームページからインターネット予約してください。 

  ※（  ）内の日は実技です。実技の日は当方で決めさせていただきます。                        ※窓口業務は平日のみで。午前は 9：00～12：00 午後は 1：00～4：00 です。 

  ※「クレーン運転業務特別教育（学科のみ）」は 10 名以上で出張講習を実施いたします。 

                 


