
R4.11.8現在

４月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

プレス機械 本13-14

乾燥設備 旭27-28 室20-21 本21-22

特定化学物質・四アルキル鉛等
本6-7 本26-27
岩27-28 旭27-28
苫5-6

本10-11 小30-31
滝25-26 室11-12
苫16-17 浦30-31

本2-3 函2-3
岩6-7 旭6-7
北29-30 釧23-24

本5-6 函28-29
岩13-14 帯26-27
稚12-13

本2-3 小23-24
岩8-9 旭22-23

本6-7 帯6-7
北28-29 室27-28
苫15-16

本4-5 函17-18
小25-26 岩11-12
室4-5

本1-2 旭15-16
帯8-9 北16-17
釧24-25 留17-18

本1-2 室15-16
本10-11 旭24-25

本2-3 北15-16
苫27-28

本7-8 釧2-3

酸素欠乏・硫化水素危険
本20-22 旭12-14
苫13-15

本25-27
本22-24 函22-24
苫15-17

本26-28 帯13-15
本24-26 室3-5
室17-19

本20-22  旭12-14
釧14-16

本26-28 函26-28
室24-26 苫5-7

本9-11 旭8-10
帯30-12/2
室30-12/2

本21-23 北21-23
苫14-16

本25-27 旭11-13
本15-17 帯15-17 本1-3 苫8-10

有機溶剤 本12-13 本12-13 北11-12 岩1-2 室23-24 本12-13 旭25-26
室23-24
釧25-26

本8-9 小13-14
室6-7 苫5-6

本17-18
本14-15 函10-11
旭21-22 苫21-22

釧1-2
本16-17  帯24-25
北25-26 室10-11

本21-22

石綿
本14-15 北6-7
名26-27 稚7-8

本16-17 函17-18
岩16-17

本6-7 旭21-22
本14-15  小26-27
岩11-12 名5-6

本4-5 小30-31
旭18-19 北3-4
稚30-31

岩1-2 帯12-13
釧21-22

本12-13 岩3-4
旭27-28 帯5-6
北19-20 釧3-4

本24-25 小14-15
岩9-10 帯21-22
釧1-2

本8-9 岩6-7
旭21-22 帯12-13
北14-15

本12-13　釧24-25
本8-9 旭2-3
帯13-14 名7-8

本9-10 北1-2

鉛 旭4-5 本9-10 釧14-15

床上操作式クレーン運転 旭13-15 室6-10 釧21-23 釧6-8・15

小型移動式クレーン運転 旭20-22 苫28-30 釧1-4
旭29-31
滝21-22・24
室11-15

函1-3 釧28-30 旭14-16
岩6-9
滝16-17・19

函9-11 岩6-9

ガス溶接 室17-18 釧13-14 札5-6 苫29-30 室8-9 室12-13 札11-12 苫6-7

フォークリフト運転
函23-26 岩18-22
旭9-10・16-17
苫19-22

岩23-27 北21-24

岩20-24
旭4-5・11-12
苫7-10 釧14-17
名18-19・25-26

函23-26 滝11-14
北23-26
稚16-18・23-24

旭20-21.・27-28
苫2-5

函17-20　釧6-9
岩31-11/4
旭1-2・8-9
苫11-14

北6-9 苫6-9 岩23-27
岩27-3/3
滝25-27・3/4-5
名18-19・25-26

北13-17

玉掛け
旭22-24 室18-22
釧13-16

岩9-12 室23-27
苫10-12

室27-7/1
旭1-3  滝7-8・10
室25-29 苫19-21

函25-27
室29-9/2
釧17-20

旭16-18 苫7-9 苫9-11 岩16-19
岩13-16 旭16-19
滝2-3・5

函2-4 岩13-16
苫1-3

苫7-8 札12-13 函26-27 名8-9 札6-7 旭14-15 札26-27 函27-28
小18-19　旭11-12
釧19-20

札14-15
岩31-2/1
北17-18

札8-9 帯9-10

札12 函26 札6 旭28 札26 函27 旭24 札14 北17 札8

本18-20（一般） 本20-22（一般） 本22-23(一戸建て等） 本28-30（一般） 本16-18（一般） 本18-20（一般） 本15-17（一般）

本6-8

支部名 電話 電話

札幌支部（札幌労働基準協会内）
tel 011-757-0340
fax 011-757-1803

tel 0144-53-6711
fax 0144-53-6722

函館支部（函館労働基準協会内）
tel 0138-44-0500
fax 0138-41-0550

tel 0154-65-5169
fax 0154-65-5174

小樽支部（小樽労働基準協会内）
tel 0134-27-3994
fax 0134-61-7180

tel 01654-3-9731
fax 01654-2-4111

岩見沢支部（岩見沢労働基準協会内）
tel 0126-24-3087
fax 0126-24-2770

tel 0136-22-4798
fax0136-22-4798

旭川支部（旭川地方労働基準協会内）
tel 0166-22-8621
fax 0166-22-8687

tel 0164-42-2058
fax 0164-42-8322

帯広支部（帯広労働基準協会内）
tel 0155-24-0567
fax 0155-22-5284

tel 0162-33-3023
fax 0162-33-3023

滝川支部（滝川労働基準協会内）
tel 0125-23-3403
fax 0125-23-3413

tel 0146-22-3080
fax 0146-22-3811

北見支部（北見労働基準協会内）
tel 0157-57-6038
fax 0157-57-6039

江差支部（江差労働基準協会内）
tel 0139-52-0531
fax 0139-52-4704

室蘭支部（室蘭労働基準協会内）
tel 0143-43-1975
fax 0143-43-1975

連合会本部　（公社）北海道労働基準協会連合会
tel 011-747-6141
fax 011-747-6238

〒090-0056　北見市卸町3丁目９－２
　日日ベーカリー2F

〒042-0044　桧山郡江差町橋本町85
　江差商工会

〒050-0083　室蘭市東町2丁目22-3
　東町コーポラス１F

〒060-0807　札幌市北区北7条西2丁目6
　37山京ビル2F

〒080-0017　帯広市西7条南6丁目
　帯広建設会館

稚内支部（稚内労働基準協会内）
〒097-0001　稚内市末広4丁目４－２
　稚内建設会館

〒073-0023　滝川市大町1丁目8－１
　産経会館303

浦河支部（浦河労働基準協会内）
〒057-0025　浦河郡浦河町東町うしお2丁目3-1
　（公社）日高地域人材開発センター運営協会

〒068-0021　岩見沢市1条西2丁目
　岩専会館3F

倶知安支部（倶知安労働基準協会内）
〒044-0052　虻田郡倶知安町2条西2丁目
　倶知安建設会館

〒070-0043　旭川市常盤通１丁目
　道北経済センター

留萌支部（留萌労働基準協会内）
〒077-0044　留萌市錦町1丁目
　留萌商工会議所

〒040-0061　函館市海岸町22-5
　共栄運輸ビル３F

釧路支部（釧路労働基準協会内） 〒084-0906　釧路市鳥取大通1丁目8番2号

〒047-0031　小樽市色内1丁目9-1
　松田ビル

名寄支部（名寄労働基準協会内）
〒096-0010　名寄市大通南6丁目
　名寄建設会館

所在地 支部名 所在地

〒060-0807　札幌市北区北7条西2丁目
　37山京ビル2F

苫小牧支部（苫小牧労働基準協会内）
〒053-0002　苫小牧市晴海町43-3
　日本軽金属㈱苫小牧製造所
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　安全衛生推進者養成講習

　衛生推進者養成講習
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建築物石綿含有建材調査者講習

衛生管理者試験受験準備講習

令和４年度　　各種技能講習等実施予定表　
（(公社）北海道基準協会連合会本部・地区支部） ※この内容は変更することがあります。
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