安全衛生経費の確保
促進研修会
｢安全衛生経費」についてご存じですか？
厚生労働省委託の「建設工事の請負契約における適切な安全衛生経
費の確保等の促進事業」として昨年度に引き続き全国 30 会場で、標記
の研修会を開催します。
建設業における労働災害の発生状況は、長期的には減少傾向に

受講料
無料

あるものの今なお、年間 300 名近くの人が尊い命を落としています。
このような中、労働災害の防止のためには、適切な労働災害防止対

CPD
CPDS
対象

策を講じる必要があり、そのためには十分な安全衛生経費が確保され、それが元請事業者か
ら下請事業者まで行き渡った状態で施工することが必要です。
労働災害撲滅のために、安全衛生経費の確保の必要性、明確化の手順、具体例について、講
義を通じての理解の促進、認識の共有等に役立つ研修会を行いますので奮ってご参加ください。

■カリキュラム

開催時間は原則として13 時 〜16 時まで
昨年度と同じテキストを使用します。

講義項目

講義内容

時間

安全衛生経費とは

●安全衛生経費とは ●労働災害防止の義務者
●建設現場の労働災害防止実施者
●安全衛生経費の負担者

50分

安全衛生経費確保の必要性

●安全衛生経費の必要性 ●アンケート調査の結果より
●安全衛生経費の法的位置づけ

４０分

安全衛生経費確保
明確化の手順と具体例

●元請負人による見積り条件の提示
●下請負人による見積書の提出 ●契約交渉
●書面による契約 ●追加工事の取扱い ●請負代金の支払い
●明確化のフロー、安全衛生区分表等、各種帳票類

９0分

合
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受講対象者
開催日・場所
定員
受講料
使用教材
講師
CPD・CPDS

計

１８０分

全国30会場で開催！

どなたでもご参加いただけます。
受付は先着順です。お早めに申込みください
当社ホームページ（http://www.ks-sc.co.jp/）をご参照ください。
40名（お申込みは先着順ですので、定員になり次第締め切ります。）
無料（厚生労働省の委託事業ですので、受講料、テキスト代等の費用は一切かかりません。）
オリジナルテキストを配布します。
安全コンサルタント等労務安全業務に経験豊富な講師が担当します。
ＣＰＤ３単位・ＣＰＤＳ３ユニット付与。

厚生労働省委託事業

株式会社 建設産業振興センター

!

平成29年度実績

10 会場開催
485名参加

平成30年度 安全衛生経費の確保促進研修会のご案内
開催会場

開

場

12：30

開 催 日
平成31年 1月 24日
（木）
平成30年 7月 31日
（火）
平成31年 1月 25日
（金）
平成30年 7月 30日
（月）
平成30年 7月 17日
（火）
平成30年 7月 18日
（水）
平成30年 8月 24日
（金）
平成30年 10月 24日
（水）
平成30年 10月 25日
（木）

研修会開始

会 場 名
旭川建設会館
北海道旭川市 5 条通 5 丁目左 10 号
北海道建設会館
北海道札幌市中央区北四条西 3 丁目 1 番地
( 一社 ) 函館建設業協会
北海道函館市大森町 19-6
建設研修センター

岩手県盛岡市松尾町17-9

宮城県建設産業会館
宮城県仙台市青葉区支倉町２-４８
山形県建設会館

山形県山形市あさひ 18-25

福島県建設センター

福島県福島市五月町 4-25

栃木県教育会館
栃木県宇都宮市駒生 1 丁目 1 番 6 号

平成30年 6月 29日
（金）
平成30年 9月 6日
（木）

（一財）建設業振興基金
東京都港区虎ノ門４丁目２番１２号
虎ノ門 4 丁目ＭＴビル 2 号館 3 階

平成31年 1月 18日
（金）

13：00

終

了

16：00

開 催 日
平成30年 7月 17日
（火）
平成30年 7月 2日
（月）
平成30年 11月 16日
（金）
平成30年 8月 17日
（金）

会 場 名
松筑建設会館

長野県松本市島立 996

愛知建設業会館
愛知県名古屋市中区栄 3-28-21
京都建設会館

京都府京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町 645

大阪建設会館

平成30年 11月 15日
（木）
平成30年 11月 13日
（火）

東京・大阪
名古屋・福岡・札幌
仙台・新潟
広島・高松・沖縄

大阪府大阪市中央区北浜東 1-30

出雲建設会館

島根県出雲市塩冶善行町 2-2

平成30年 8月 7日
（火）

岡山建設会館
岡山県岡山市北区平和町 5 番 10 号

平成30年 8月 8日
（水）

ＲＣＣ文化センター
広島県広島市中区橋本町 5-11

平成30年 8月 6日
（月）

ウェルピア伊予

愛媛県伊予市下三谷 1761-1

平成30年 8月 7日
（火）

高知県建設会館
高知県高知市本町 4 丁目 2-15

平成30年 10月 5日
（金）

福岡建設会館
福岡県福岡市博多区博多駅東 3-14-18

平成30年 10月 4日
（木）

長崎県建設総合会館

長崎県長崎市魚の町 3-33

平成31年 1月 25日
（金）

新潟県建設会館
新潟県新潟市中央区新光町 7 番地 5

平成30年 7月 6日
（金）

グランメッセ熊本
熊本県上益城郡益城町福富 1010

平成30年 10月 2日
（火）

富山県民会館
富山県富山市新総曲輪 4 番 18 号

平成30年 7月 5日
（木）

鹿児島県建設センター
鹿児島県鹿児島市鴨池新町 6 番 10 号

平成30年 10月 3日
（水）

石川県建設総合センター
石川県金沢市弥生 2 丁目 1 番 23 号

平成30年 12月 7日
（金）

沖縄建設労働者研修福祉センター
沖縄県浦添市牧港 5 丁目 6-7

▶ 研修会当日のご注意
１．
筆記用具はご持参ください。
２．
受講会場およびその周辺へ駐車できない場合があります。
なるべく会場へは電車、
バス等公共交通機関を利用してお越しください。
３．
CPDを申請される場合は、会場に設置している名簿に ID、氏名の
ご記入が必要です。

CPDSを申請される場合は、学習履歴の申請はご自身で行ってください。

▶ 研修会の申込・詳細はホームページより
各会場の定員数は 40 名です。
開催日の７日前まで受付いたします。
定員になり次第受付を終了させていただだきます。
当社ホームページより申込みください。
インターネット環境がない方は、
お電話でお問い合わせください。

建設産業振興センター
http://www.ks-sc.co.jp/
※取得した個人情報は、
本研修会の業務に必要な範囲以外使用いたしません。
個人情報保護方針については、株式会社建設産業振興センターのホーム
ページよりご確認いただきご了承の上申込みください。

お問い合わせ先

安全衛生経費の確保促進研修会事務局 株式会社建設産業振興センター

〒105 - 0001 東京都港区虎ノ門 4 丁目 2 番12 号 虎ノ門 4丁目 MT ビル 2 号館 3階
TEL：03-5408-1881

