
７月技能講習（単独の玉掛け・床上操作式・小型移動式クレーン運転）案内   （一社）日本クレーン協会兵庫支部 電話079--434—1611 

           （玉掛け） 

（玉掛け） 

（玉掛け） 

      （床上操作式ｸﾚｰﾝ） 

（床上操作式ｸﾚｰﾝ） 

（床上操作式ｸﾚｰﾝ） 

         （小型移動式ｸﾚｰﾝ） 

第121－10回 ７月 １日（月）～  ３日（水） 

第121－11回 ７月１６日（火）～ １８日（木） 

第121－12回 ７月２９日（月）～ ３１日（水） 

第134－10回 ７月 ３日（水）～  ５日（金） 

第134－11回 ７月１８日（木）～ ２０日（土） 

第134－12回 ７月３１日（水）～８月２日（金） 

第135－03回 ７月１１日（木）～ １３日（土） 

 (一社)日本クレーン協会兵庫支部 

加古川市東神吉町出河原４４１－１ 

電話079--434--1611   FAX  079--434--1612 

定員各３０名 

（受講資格：満18

才以上の男女） 

 

駐車場有：加古川バイパス 加古川西ランプで降りてバイパスの北側に

ある東向き側道を東（神戸）方向へ約２ｋｍ弱。 

神姫バス：ＪＲ加古川駅南口から、広尾東、都台行、  「出河原（でが

ら）」下車徒歩約１ｋｍ（バス時刻表は変更有）（バス土曜日早朝運行無） 

タクシー：ＪＲ加古川駅北口から 10数分 ｢バイパス沿いのクレーン協会｣

と告げて下さい。 （徒歩はホームページ参照）貸自転車：JR加古川駅に

貸自転車あり。（徒歩と同じ）。ホームページ http://www.crane-hyogo.com 

 

受 

講

料 

・ 

す 

べ 

て 

税 

込 

玉 

掛け 

会 員     ２０、３７０円（玉掛 19,440円 ﾃｷｽﾄ  930円）税込 

非会員     ２１，０６０円（玉掛19,440円 ﾃｷｽﾄ 1,620円）税込 

床 

上 

会員全科目   ２７，９３０円（床上27,000円 ﾃｷｽﾄ  930円）税込 

会員一部免除  ２５，７７０円（床上24,840円 ﾃｷｽﾄ  930円）税込 

非会員全科目  ２８，６７４円（床上27,000円 ﾃｷｽﾄ 1,674円）税込 

非会員一部免除２６，５１４円（床上24,840円 ﾃｷｽﾄ 1,674円）税込 

小 

型 

移 

動 

会員全科目  ２７，９４０円（小移27,010円 ﾃｷｽﾄ  930円）税込 

会員一部免除 ２５，７８０円（小移24,850円 ﾃｷｽﾄ  930円）税込 

非会員全科目 ２８，６８４円（小移27,010円  ﾃｷｽﾄ 1,674円）税込 

非会員一部免除２６，５２４円（小移24,850円 ﾃｷｽﾄ 1,674円）税込 

床上や小型移動の一部免除希望の方は、講習開始日の１週間前までに、玉掛

け等の修了証のコピーを、ＦＡＸやメールまたは郵送で支部あて送付の事。 

テキストは会場で渡します。開門は開始時刻の１時間前より、前受付は開始時刻

の５０分前より行います。各日、遅くとも定刻１０分前までに受付を済ませて下さ

い。講習および試験は日本語で実施します。通訳等の対応は致しません。 

科目と日程 

（変更有） 

１日目（学科） 

各時刻は下欄（変更有） 

２日目(学科) 

各時刻は下欄（変更有） 

３日目(実技) 

各時刻は下欄（変更有） 

持参物 ①本人確認用書類（自動車運

転免許証のコピー又は住民票など）②

受講票、③申込書（FAX済や郵送済の

方も写真や本人確認書類の貼付台紙と

して持参して下さい）④写真（縦３０ｍ

ｍ、横２４ｍｍ）1枚（スキャナコピーや画

質の不鮮明なものは不可）、 ⑤筆記用

具（鉛筆、ケシゴム） ⑥３日目の実技の

日は安全帽（ヘルメット）、作業服（長袖

上着、長ズボン）、安全靴（スニーカー型

可）、脚絆（きゃはん、長ソックス可）手袋 

玉 

掛 

け 

（全員8：20～17:00） 

クレーン等の玉掛けの方法

（合図の方法含む） 

（8：20～17:00）力学に関する知

識、クレーン等に関する知識、

関係法令、学科修了試験(合図) 

（8：00～17:30）クレーン等玉

掛け（質量目測、用具選定、

合図含む）玉掛け実技試験 

床上 

操作式 

クレーン 

（全員 8：20 開始）法令、電気

の知識 （一部免除者 13:40

終了）力学(～17:10) 

（8：20～16:40）床上操作式クレ

ーンに関する知識、 

学科修了試験 

（全員 8：00～17:30）床上操

作式クレーンの運転、合図、 

実技試験 

小型 

移動式 

クレーン 

（全員 8：20 開始）法令、原動

機の知識  （一部免除者 

13:40終了）力学(～17:10) 

（8：20～16:40）小型移動式クレ

ーンに関する知識、 

学科修了試験 

（全員 8：00～17:30）小型移

動式クレーンの運転、合図、 

実技試験 

兵庫労働局登録教習機関 玉掛け兵労基安登録第121号 床上操作式ｸﾚｰﾝ同第134号 小型移動式ｸﾚｰﾝ同第135号   各満了日 2024/03/30 

申込方法①電話申込、FAX又は郵送で申込台帳送付、銀行振込 

１）、電話で申込をお願いします。 電話 079--434--1611。会社名（個

人は名前）・電話番号・担当者・講習回数番号、開始日、人数を連絡。 

２）、電話申込み後、別ページのＦＡＸ申込書（台帳）に記入し、 

  支部あてＦＡＸ、又は郵送して下さい。 FAX：079--434--1612   

(社)日本クレーン協会兵庫支部〒675--0052加古川市東神吉町出河原４４１－１ 

３）、申込書の送付後、銀行振込は講習開始２週間前までに願います。  

振込先：（銀行名）三井住友銀行  （支店名）神戸営業部 

（口座）普通 ９４４８４０１ 

（名義）シヤ）ニホンクレーンキヨウカイヒヨウゴシブ         

（一社）日本クレーン協会兵庫支部（銀行振り込み手数料は負担下さい） 

４）、申込書等の当協会へ到着と、銀行振込の両方が確認出来ました

ら、クレーン協会から受講票を郵送します。 

申込方法②ネット申込 

１）、インターネットで申込みを願います。 

２）、銀行振込は講習開始２週間前までに願います。  

振込先：（銀行名）三井住友銀行 （支店名）神戸営業部 

（口座）普通 ９４４８４０１ 

（名義）シヤ）ニホンクレーンキヨウカイヒヨウゴシブ 

（一社）日本クレーン協会兵庫支部 

（銀行振り込み手数料は負担下さい） 

３）、銀行振込が確認出来ましたら、クレーン協会から受講票と

申込書を郵送します。 

４）、 講習当日は①本人確認書類、②受講票、③申込書に必要

事項を記入し、④写真とともに持参して下さい。 

４月以降コンビニ支払は取りやめました 

※受講料は変更する場合があります 講習期間中の遅刻、早退は不合格とします。銀行振込明細、コンビニ払込受領

証により領収証に代えさせていただきます。 一旦納入された受講料は返戻い 

たしません。受講生の変更で対応願います。 受講日の繰り延べは講習日の２週間前までにご連絡をいただいた場合に限り１回のみお受けいたします 



 

（ネット申込の場合は、送付先の記入は不要ですが、送付先以外は記入し写真、本人確認書類などを貼り付けて、この申込書を初日持参の事） 

教習・講習・教育申込書       （一社）日本クレーン協会兵庫支部   TEL 079-434-1611      ＦＡＸ ０７９-４３４-１６１２  

教習・技能講習・教育名を次の中から選び、下欄の（  ）内に記入して下さい。 

・クレーン運転実技教習             ・クレーン運転士安全衛生教育 

・クレーン運転士免許受験準備講習        ・移動式クレーン運転士安全衛生教育 

・玉掛けと床上操作式ｸﾚｰﾝの連続技能講習     ・玉掛け業務従事者安全衛生教育  

・玉掛けと５ｔ未満ｸﾚｰﾝ運転の併合講習      ・天井クレーン定期自主検査者安全教育 

・玉掛け技能講習                ・移動式ｸﾚｰﾝ定期自主検査者安全教育 

・床上操作式クレーン運転技能講習        ・積載形トラッククレーン定期自主検査者安全教育 

・小型移動式クレーン運転技能講習        ・ワイヤロープ等点検保守管理及び廃棄基準講習 

・５ｔ未満ｸﾚｰﾝ運転業務特別教育        

（                                         ）申込書・台帳 

回数（第     －   回） 実施日  令和   年   月   日～   日＊番号 

ふりがな  
＊修了証番号 

 

氏  名 印 
＊修了交付年月日  

生年月日 昭和・平成   年   月   日生   

住  所 

〒 

 

    令和   年   月   日 

事 業 場 名  

事業主職氏名  

所 在 地  

（電 話） 

（ＦＡＸ） 

担当職氏名  

一般社団法人日本クレーン協会兵庫支部長 殿  ＊欄は記入不要        net 

←顔写真 

貼付して初日持参 

縦３０mm横２４mm 

 写真裏面に名前記入 

コピーした物は不可 

受験準備コースは写真不要 

本人確認書類貼付け欄 

（自動車運転免許証のコピーなどを張り付けて下さい。） 

（住民票など大きい書類はこの用紙の裏に貼付け） 

（電話申込＋ＦＡＸ申込書事前送付で申込の場合も、申込書（写

し可）に本人確認書類・写真貼り付け持参して下さい） 

（受験準備は本人確認書不要・写真不要） 

 

 

 

資格証貼付け欄   

（床上・小型移動式クレーン技能講習で一部免除希望の方は 

ここに玉掛け技能講習修了証などのコピーを貼付。 

 

原本確認することがありますので原本は講習日持参して下さい） 

（定期自主検査教育や各安全教育の受講の場合の所持資格は、この欄

に、資格の名称、発行機関名、修了・取得年月日を記入のみで可） 

 

 

 

（住所は申込書記載を優先。住所変更の自動車運転免許証のウラ面不要。）   （資格証の裏面のあるものはここから下に貼って下さい） 

 

                                  受講票の送付先 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 

 

 

 

 

 

 

   様 

←       郵便番号 

←       所 在 地（住所） 

←       事業場名 

        （又は個人名） 

←       担当部署 

←       担当者氏名 

受講票を郵送で送付するため、上記の送付先は必ず記入して下さい。 

 

 

 

 

    写真貼付 

 

住所は、左に記載した住

所を優先します。現在の

住所を記入して下さい。 


