
愛媛労働局登録教習機関名簿 
                                                                                                                                               
平成 29年 2月 20 日現在 
 登 録 機 関 住  所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種     類 有効期間 

１ 愛媛県建設労働組合 
〒790-0012 
松山市湊町８-111-1 

089-941-4562 089-947-6340 

型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
足場の組立て等作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
石綿作業主任者技能講習 ～H34.1.17 

２ 

独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構愛媛支部 
愛媛職業能力開発促進センタ
ー 

〒791-8044 
松山市西垣生2184 

089-972-0334 089-972-0959 
 
ガス溶接技能講習 
 

 
～H31.3.30 

３ 

愛媛県 
  （経済労働部管理局労政雇用課） 

〒790-8570 
松山市一番町4-4-2 

089-912-2503 089-941-5619  
 
ガス溶接技能講習 
 
 

 
～H31.3.30 

■愛媛県立今治高等技術専門校 
〒799-1534 
今治市桜井団地4-10-1 

0898-48-0525 0898-47-3955 

■愛媛県立新居浜高等技術専門校 
〒792-0060 
新居浜市大生院1233-2 

0897-43-4123 0897-41-9880 

４ 
建設業労働災害防止協会 

愛媛支部 

〒790-0002 
松山市二番町4-4-4 
愛媛県建設会館内 

089-943-5330 089-933-0168 

地山の堀削及び土止め支保工作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
ずい道等堀削作業主任者技能講習                休止 ～H31.3.30 
ずい道等の覆工作業主任者技能講習               休止 ～H31.3.30 
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
足場の組立て等作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習         休止 ～H31.3.30 
コンクリート造の工作物の解体作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び堀削用）運転技能講習 ～H31.3.30 
車両系建設機械（解体用）運転技能講習 ～H31.3.30 
不整地運搬車運転技能講習 ～H31.3.30 

５ 
港湾貨物運送事業 
労働災害防止協会四国総支部 

〒760-0064 
香川県高松市朝日新町
32-47 高松港湾労働
者福祉センター内 

087-851-7108 087-822-5336 
 
船内荷役作業主任者技能講習 
 

 
～H31.3.30 

６ 
コマツ教習所株式会社 
             四国センタ 

〒793-0010 
西条市飯岡3563 

0897-58-6631 0897-55-1144 

小型移動式クレーン運転技能講習 ～H31.3.15 
ガス溶接技能講習 ～H31.3.15 
フォークリフト運転技能講習 ～H31.3.15 
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習 ～H31.3.15 
車両系建設機械（解体用）運転技能講習 ～H31.3.15 
不整地運搬車運転技能講習 ～H31.3.15 
高所作業車運転技能講習 ～H31.3.15 
玉掛け技能講習 ～H31.3.15 
ショベルローダー等運転技能講習 ～H31.3.15 
床上操作式クレーン運転技能講習 ～H31.3.15 

８ 
公益社団法人 

愛媛労働基準協会 
〒790-0067 
松山市大手町1-10-1 

089-921-7033 089-941-8734 

プレス機械作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
乾燥設備作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
鉛作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
有機溶剤作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
ガス溶接技能講習 ～H31.3.30 
高所作業車運転技能講習 ～H31.3.30 
石綿作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
玉掛け技能講習 ～H29.11.20 

９ 
一般社団法人 

日本クレーン協会 
               愛媛支部 

〒792-0896 
新居浜市阿島1-5-66 

0897-47-8585 0897-47-8608 

床上操作式クレーン運転技能講習 ～H31.3.30 
小型移動式クレーン運転技能講習 ～H31.3.30 
玉掛け技能講習 ～H31.3.30 
クレーン運転実技教習 ～H31.3.30 
移動式クレーン運転実技教習 ～H31.3.30 
床上運転式クレーン限定運転実技教習 ～H31.3.30 

11 
一般社団法人日本ボイラ協会
         愛媛支部 

〒790-0012 
松山市湊町8-111-1 
愛建ビル４階 

089-947-0384 089-907-9998 

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
ボイラー取扱技能講習 ～H31.3.30 
ボイラー実技講習 ～H31.3.30 

13 
陸上貨物運送事業 
労働災害防止協会愛媛県支部 

〒791-1114 
松山市井門町1081-1 

089-968-2931 089-968-1189 
フォークリフト運転技能講習 ～H31.3.30 
玉掛け技能講習 ～H31.3.30 

14 
林業・木材製造業 
労働災害防止協会愛媛県支部 

〒790-0003 
松山市三番町4-4-1 

089-948-8973 089-948-8974 
木材加工用機械作業主任者技能講習 ～H31.3.30 
はい作業主任者技能講習 ～H31.3.30 

17 
株式会社石原自動車教習所 
        技能講習センター 

〒791-0054 
松山市空港通4-8-12 

089-972-1010 089-972-1039 
フォークリフト運転技能講習 ～H34.3.15 
小型移動式クレーン運転技能講習 ～H33.2.14 
高所作業車運転技能講習 ～H33.2.14 

19 
コベルコ教習所株式会社 
        松山教習センター 

〒791-2111 
伊予郡砥部町八倉44-1 

089-905-1800 089-905-1801 

床上操作式クレーン運転技能講習 ～H32.3.29 
小型移動式クレーン運転技能講習 ～H32.3.29 
ガス溶接技能講習 ～H32.3.29 
フォークリフト運転技能講習 ～H32.3.29 
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び堀削用）運転技能講習 ～H32.3.29 
車両系建設機械（解体用）運転技能講習 ～H32.3.29 
高所作業車運転技能講習 ～H32.3.29 
玉掛け技能講習 ～H32.3.29 
はい作業主任者技能講習 ～H33.9.25 

20 

株式会社ロイヤルコーポレー
ション 
ロイヤルパワーアップスクー
ル 

〒729-0104 
広島県福山市松永町4-
15-83 

084-933-4590 084-934-6785 

フォークリフト運転技能講習 ～H32.4.21 
小型移動式クレーン運転技能講習 ～H32.4.21 
高所作業車運転技能講習 ～H32.4.21 
玉掛け技能講習 ～H32.4.21 
ガス溶接技能講習 ～H32.4.21 
床上操作式クレーン運転技能講習 ～H31.7.10 

21 愛媛県管工事協同組合連合会 
〒790-0811 
松山市本町７丁目２
番地 本町ビル２階 

089-946-5550 089-946-5551 地山の掘削及び土止め支保工支保工作業主任者技能講習 ～H30.10.24 

22 
東予交通株式会社四国中央自
動車学校 技能教習センター 

〒799-0423 
四国中央市具定町 660 0896-24-2128 0896-24-5328 フォークリフト運転技能講習 ～H31.7.22 

23 株式会社城西自動車学校 
〒791-8015 
松山市中央一丁目 1-41 

089-925-0105 089-923-6334 フォークリフト運転技能講習 ～H32.3.31 

24 住建センター株式会社 

〒130-0022 
東 京 都 墨 田 区 江 東 橋
2-14-7 
サンライズビル 5Ｆ 

03-5638-3370 03-5638-3374 
足場の組立て等作業主任者技能講習 ～H33.2.22 

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 ～H33.2.22 



25 
株式会社西条ドライビングス
クール 技能講習センター 

〒799-1364 
西条市石田 284番地 

0898-64-3018 0898-64-0199 フォークリフト運転技能講習 ～H33.12.8 

 


