令和４年５月10日現在

宮城労働局登録教習機関等一覧
（安全衛生関係各種技能講習・建築物石綿含有建材調査者講習等）
１ 安全関係作業主任者
技能講習の種類

木材加工用機械
作業主任者
プレス機械
作業主任者
乾燥設備作業主任者

地山の掘削及び
土止め支保工
作業主任者

型枠支保工の
組立て等
作業主任者

足場の組立て等
作業主任者

登録番号

木造建築物の
組立て等
作業主任者

022-233-8007

令和6年3月30日

４８－１８８４

公益社団法人 宮城労働基準協会

仙台市青葉区一番町2-5-22

022-265-4091

令和6年3月30日

３０－１１１６－１

株式会社 安全教育センター

022-267-4207

令和6年2月19日

４８－２１９１

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

022-224-1797

令和6年3月30日

１６－５１１

株式会社 安全教育センター

022-267-4207

令和6年8月18日

２５－８４４

キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

３０－１２０６－２

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和6年3月12日

４７－２１１３

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

022-224-1797

令和6年3月30日

１６－５１７

株式会社 安全教育センター

022-267-4207

令和6年8月18日

２５－８４５

キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

３０－１２０６－３

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和6年3月12日

４８－１５２６

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階

022-224-1797

令和6年3月30日

４８－１９５３

公益社団法人 宮城労働基準協会

仙台市青葉区一番町2-5-22

022-265-4091

令和6年3月30日

１６－５０９

株式会社 安全教育センター

仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階

022-267-4207

令和6年8月18日

２３－５１２

住建センター株式会社

東京都墨田区江東橋2-14-7

03-5638-3370

令和８年８月９日

株式会社 東京BK足場TB教習センター

宮城県名取市杉ケ袋
字堀切138-1

022-724-7345

令和5年2月24日

宮城事業所

仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階
仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階

２５－８４６

キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

３０－１２０６－１

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和6年3月12日

５３－８９５

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

022-224-1797

令和6年3月30日

１６－５１５

株式会社 安全教育センター

022-267-4207

令和6年8月18日

２４－７６６

住建センター株式会社

東京都墨田区江東橋2-14-7

03-5638-3370

令和4年12月11日

２５－８４７

キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

５６－１５９４

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

022-224-1797

令和6年3月30日

１６－５１９

株式会社 安全教育センター

022-267-4207

令和6年8月18日

２３－５１１

住建センター株式会社

東京都墨田区江東橋2-14-7

03-5638-3370

令和８年８月９日

株式会社 東京BK足場TB教習センター

宮城県名取市杉ケ袋
字堀切138-1

022-724-7345

令和5年2月24日

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

仙台市若林区卸町5-8-3

022-232-6829

令和6年3月30日

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

４８－５１５
２７－０６１１－２
はい作業主任者

コンクリート橋架設等
作業主任者
船内荷役
作業主任者
採石のための掘削
作業主任者

登録有効期間満了日

仙台市青葉区東照宮1-8-8

２５－８４９

コンクリート造の
工作物の解体等
作業主任者

電話番号

林業・木材製造業労働災害防止協会
宮城県支部

２５－５４

普通第一種
圧力容器取扱
作業主任者

所在地

４８－５７３

２５－５３

建築物等の
鉄骨の組立て等
作業主任者

登録教習機関名

宮城事業所

キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
宮城県支部
キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階

２９－０８４２－２

コマツ教習所株式会社 宮城センタ

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

３０－１２０６－６

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和6年3月12日

４９－１６８

公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
宮城事務所

022-786-3500

令和6年3月30日

５８－２８０

一般社団法人日本ボイラ協会 宮城支部

022-224-2245

令和6年3月30日

５６－２０１１

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

仙台市宮城野区中野4丁目
7番地の19
仙台市青葉区上杉3-3-48
同心ビル213
仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階

022-224-1797

令和6年3月30日

２５－８４８

キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

２８－１２０５－２

小野リース株式会社 仙台教習センター

仙台市宮城野区扇町2-3-28

022-353-7481

令和9年1月4日

２９－１０１９－１

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階

022-224-1797

令和6年3月30日

仙台市宮城野区原町南目字町146

022-293-6331

令和6年3月30日

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

４９－１７７１
２７－０６１１－１

港湾貨物運送事業労働災害防止協会
東北総支部
キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

（注）学校関係を除く。
（注）宮城労働局以外の登録機関については、各労働局のホームページを参照してください。
（注）講習日程等は、それぞれの教習機関に直接照会してください。

令和４年５月10日現在

２ 安全関係就業制限
技能講習の種類

登録番号

４－８９６
床上操作式
クレーン運転

３－１４０９
２５－５０７
２５－８３５
３－８９４
３－１４０８
４－８９４
１６－４７４
１６－１２３２

小型移動式
クレーン運転

所在地

電話番号

登録有効期間満了日

022-786-3500

令和6年3月30日

022-263-3307

令和6年3月30日

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

仙台市若林区卸町5-8-3

022-232-6829

令和6年3月30日

022-263-3307

令和6年3月30日

022-786-3500

令和6年3月30日

022-364-6143

令和6年8月2日

022-283-9777

令和7年2月25日

022-267-4207

令和7年6月23日

公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
宮城事務所

仙台市宮城野区中野4丁目
7番地の19
仙台市青葉区本町2-10-33
一般社団法人日本クレーン協会東北支部
第2日本オフィスビル705号
コマツ教習所株式会社 宮城センタ
キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
宮城県支部
一般社団法人日本クレーン協会 東北支部
公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
宮城事務所
株式会社 ＰＥＯ建機教習センタ
宮城教習所
黒井産業株式会社
R４５・日の出自動車学校

仙台市青葉区本町2-10-33
第2日本オフィスビル705号
仙台市宮城野区中野4丁目
7番地の19
多賀城市明月2-3-1
仙台市宮城野区日の出町
2-1-13
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階

１７－２４０

株式会社 安全教育センター

２１－６１８

小野リース株式会社 仙台教習センター

仙台市宮城野区扇町2-3-28

022-353-7481

令和6年11月18日

２２－７３３

株式会社 北宮城自動車学校
北宮城産業機械講習センター

登米市迫町北方字石打坂20-1

0220-22-2762

令和7年12月27日

２３－６７５

コマツ教習所株式会社 宮城センタ

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

株式会社 YAP
YAP建設業能力開発センター
株式会社 石巻中部自動車学校
仙台クレーン学校
キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター
株式会社 気仙沼中央自動車学校
リアス講習センター

仙台市宮城野区仙台港北2丁目
10番地の13

022-254-8710

令和5年2月18日

富谷市三の関字膳部沢上11-3

022-358-8787

令和5年3月28日

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

気仙沼市松崎下金取61

0226-22-0124

令和7年3月15日

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和9年1月16日

株式会社 アイチコーポレーション
アイチ研修センター 仙台教習所
株式会社 斎藤工務店
多賀城トレーニングセンター
コベルコ教習所株式会社
市川教習センター

仙台市宮城野区日の出町
3-4-8

022-236-4481

令和6年6月10日

多賀城市明月１丁目5番12号101

022-364-2344

令和8年9月1日

千葉県市川市二俣新町１７番地

047-327-2785

令和9年3月21日

２５－６２
２５－９１
２５－８３６
２７－０２２３－７
２８－１１３０－３
０１－０６０４－２
０３－０８０３－３
０４－０２２４－２
４８－１８８６

公益社団法人 宮城労働基準協会

仙台市青葉区一番町2-5-22
GC青葉通りプラザ

022-265-4091

令和6年3月30日

２１－６１９

小野リース株式会社 仙台教習センター

仙台市宮城野区扇町2-3-28

022-353-7481

令和6年11月18日

２１－６４８

株式会社 ＰＥＯ建機教習センタ
宮城教習所

多賀城市明月2-3-1

022-364-6143

令和6年8月2日

２３－６８０

コマツ教習所株式会社 宮城センタ

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

株式会社 YAP
YAP建設業能力開発センター
株式会社 石巻中部自動車学校
仙台クレーン学校
キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

仙台市宮城野区仙台港北2丁目
10番地の13

022-254-8710

令和4年11月7日

富谷市三の関字膳部沢上11-3

022-358-8787

令和5年3月28日

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和9年1月16日

仙台市若林区卸町5-8-3

022-232-6829

令和6年3月30日

富谷市三の関字膳部沢上11-3

022-358-8787

令和6年3月30日

多賀城市明月2-3-1

022-364-6143

令和6年8月2日

仙台市宮城野区日の出町2-1-13

022-283-9777

令和7年2月25日

富谷市成田9-8-2

022-351-5621

令和7年5月30日

大崎市古川稲葉字新堀26

0229-22-1446

令和8年1月5日

登米市迫町北方字石打坂20-1

0220-22-2762

令和5年6月26日

ガス溶接
２４－５０３
２５－９０
２５－８３７
２８－１１３０－４
４８－５１７
１６－４０４
１６－４８２
１６－１２３０
１７－２４２
１７－１０３５
２０－４５９
フォークリフト運転

登録教習機関名

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
宮城県支部
株式会社 石巻中部自動車学校
仙台クレーン学校
株式会社 ＰＥＯ建機教習センタ
宮城教習所
黒井産業株式会社
R４５・日の出自動車学校
トヨタエルアンドエフ宮城株式会社
仙台ドライバーサービス株式会社
仙北自動車学校
株式会社 北宮城自動車学校
北宮城産業機械講習センター

２３－６７４

コマツ教習所株式会社 宮城センタ

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

２５－５１４

小野リース株式会社 仙台教習センター

仙台市宮城野区扇町2-3-28

022-353-7481

令和6年9月30日

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

気仙沼市松崎下金取61

0226-22-0124

令和7年3月15日

２５－８３８
２７－０２２３－６

キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター
株式会社 気仙沼中央自動車学校
リアス講習センター

２９－０２１４－６

株式会社 ノグチ特別講習センター

栗原市築館字留場雇田70

0228-22-5131

令和9年3月7日

２９－０８３１－５

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和4年10月2日

０２ー０５１９ー２

株式会社 石巻第一自動車学校

石巻市泉町４丁目10-28

0225-96-1650

令和7年5月27日

０３－０８０３－４

株式会社 斎藤工務店
多賀城トレーニングセンター

多賀城市明月１丁目5番12号101

022-364-2344

令和8年9月1日

令和４年５月10日現在

ショベルローダー等運転

５４－４１８

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
宮城県支部

仙台市若林区卸町5-8-3

022-232-6829

令和6年3月30日

５－３２８

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階

022-224-1797

令和6年3月30日

１６－４８０

株式会社 ＰＥＯ建機教習センタ
宮城教習所

多賀城市明月2-3-1

022-364-6143

令和6年8月2日

２３－６７６

コマツ教習所株式会社 宮城センタ

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

２５－８４１

キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

２７－０２２３－５

小野リース株式会社 仙台教習センター

仙台市宮城野区扇町2-3-28

022-353-7481

令和7年3月22日

３０－１２０６－５

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和6年3月12日

４９－２０８６

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階

022-224-1797

令和6年3月30日

１６－４６８

株式会社 ＰＥＯ建機教習センタ
宮城教習所

多賀城市明月2-3-1

022-364-6143

令和6年8月2日

２０－９４１

小野リース株式会社 仙台教習センター

仙台市宮城野区扇町2-3-28

022-353-7481

令和6年2月5日

２３－６７３

コマツ教習所株式会社 宮城センタ

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

株式会社 YAP
YAP建設業能力開発センター
株式会社石巻中部自動車学校
仙台クレーン学校
キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

仙台市宮城野区仙台港北2丁目
10番地の13

022-254-8710

令和9年3月13日

富谷市三の関字膳部沢上11-3

022-358-8787

令和5年3月28日

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

３０－１２０６－４

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和6年3月12日

０２－０５１８－３

日本建機教習所株式会社

和歌山県橋本市東家6-5-22

0736-33-2830

令和7年7月21日

０４－０２２４－３

コベルコ教習所株式会社
市川教習センター

千葉県市川市二俣新町１７番地

047-327-2785

令和9年3月21日

５－３３０

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階

022-224-1797

令和6年3月30日

１６－４７６

株式会社 ＰＥＯ建機教習センタ
宮城教習所

多賀城市明月2-3-1

022-364-6143

令和6年8月2日

２０－９４２

小野リース株式会社 仙台教習センター

仙台市宮城野区扇町2-3-28

022-353-7481

令和6年2月5日

２３－６７８

コマツ教習所株式会社 宮城センタ

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

２５－８４０

キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

３１－０２２６－４

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和6年3月12日

５－３８１

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階

022-224-1797

令和6年3月30日

１６－４７８

株式会社 ＰＥＯ建機教習センタ
宮城教習所

多賀城市明月2-3-1

022-364-6143

令和6年8月2日

２０－９４３

小野リース株式会社 仙台教習センター

仙台市宮城野区扇町2-3-28

022-353-7481

令和6年2月5日

２３－６７７

コマツ教習所株式会社 宮城センタ

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

株式会社 YAP
YAP建設業能力開発センター
株式会社石巻中部自動車学校
仙台クレーン学校
キャタピラー教習所株式会社
宮城教習センター
黒井産業株式会社
R４５・日の出自動車学校

仙台市宮城野区仙台港北2丁目
10番地の13

022-254-8710

令和9年1月30日

富谷市三の関字膳部沢上11-3

022-358-8787

令和5年3月28日

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

仙台市宮城野区日の出町2-1-13

022-283-9777

令和6年8月20日

３１－０２２６－３

一般社団法人 建設技能教習協会

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和6年3月12日

０１－０６０４－３

株式会社 アイチコーポレーション
アイチ研修センター 仙台教習所

仙台市宮城野区日の出町3-4-8

022-236-4481

令和6年6月10日

４９－２８１

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

022-224-1797

令和6年3月30日

022-232-6829

令和6年3月30日

022-265-4091

令和6年3月30日

022-786-3500

令和6年3月30日

022-263-3307

令和6年3月30日

022-364-6143

令和6年8月2日

022-267-4207

令和7年6月23日

不整地運搬車運転

車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用
及び掘削用）運転

２３－７０７
２５－８８
２５－８３９

車両系建設機械
（解体用）運転

２３－７０６
高所作業車運転
２５－８９
２５－８４２
２６－０８０５－８

４８－４５８
４８－１８８７
４９－１６９
６２－２６７
１６－４７２
玉掛け

１７－２３８

仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
仙台市若林区卸町5-8-3
宮城県支部
トラック研修センター２階
仙台市青葉区一番町2-5-22
公益社団法人 宮城労働基準協会
GC青葉通りプラザ
公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会 仙台市宮城野区中野4丁目
宮城事務所
7番地の19
仙台市青葉区本町2-10-33
一般社団法人日本クレーン協会 東北支部
第2日本オフィスビル705号
株式会社 ＰＥＯ建機教習センタ
多賀城市明月2-3-1
宮城教習所
仙台市青葉区錦町１-10-11
株式会社 安全教育センター
勾当台上杉通りビル３階

２１－６２０

小野リース株式会社 仙台教習センター

仙台市宮城野区扇町2-3-28

022-353-7481

令和6年11月18日

２２－７３４

株式会社 北宮城自動車学校
北宮城産業機械講習センター

登米市迫町北方字石打坂20-1

0220-22-2762

令和7年12月27日

２３－６７９

コマツ教習所株式会社 宮城センタ

名取市植松字入生346-1

022-384-9334

令和8年12月4日

株式会社 YAP
YAP建設業能力開発センター
株式会社 石巻中部自動車学校
仙台クレーン学校

仙台市宮城野区仙台港北2丁目
10番地の13

022-254-8710

令和5年2月18日

富谷市三の関字膳部沢上11-3

022-358-8787

令和6年6月10日

キャタピラー教習所㈱ 宮城教習センター

岩沼市下野郷字西原202

0223-29-3911

令和5年12月24日

２５－６１
２５－８７
２５－８４３

令和４年５月10日現在

２７－０１１５－３
２７－０２２３－９
玉掛け
２８－１１３０－２
０１－０６０４－１
０２－１２０７－３
０４－０２２４－４
４８－５８７
ボイラー取扱
５７－２００２

黒井産業株式会社
R４５・日の出自動車学校
株式会社気仙沼中央自動車学校
リアス講習センター
一般社団法人 建設技能教習協会
株式会社アイチコーポレーション
アイチ研修センター 仙台教習所
株式会社 斎藤工務店
多賀城トレーニングセンター
コベルコ教習所株式会社
市川教習センター
公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
宮城事務所
一般社団法人日本ボイラ協会 宮城支部

仙台市宮城野区日の出町2-1-13

022-283-9777

令和7年2月25日

気仙沼市松崎下金取61

0226-22-0124

令和7年3月15日

仙台市若林区鶴代町6-3

022-794-7453

令和9年1月16日

仙台市宮城野区日の出町3-4-8

022-236-4481

令和6年6月10日

多賀城市明月１丁目5番12号101

022-364-2344

令和8年1月21日

千葉県市川市二俣新町１７番地

047-327-2785

令和9年3月21日

022-786-3500

令和6年3月30日

022-224-2245

令和6年3月30日

電話番号

登録有効期間満了日

022-265-4091

令和6年3月30日

022-267-4207

令和7年8月4日

022-254-8710

令和6年10月18日

022-265-4091

令和6年3月30日

022-267-4207

令和7年8月4日

022-224-1797

令和7年12月20日

022-265-4091

令和6年3月30日

022-267-4207

令和5年3月28日

022-267-4207

令和6年8月7日

022-254-8710

令和6年10月18日

022-265-4091

令和6年3月30日

022-267-4207

令和7年8月4日

022-254-8710

令和4年11月20日

仙台市宮城野区中野4丁目
7番地の19
仙台市青葉区上杉3-3-48
同心ビル213

（注）学校関係を除く。
（注）宮城労働局以外の登録機関については、各労働局のホームページを参照してください。
（注）講習日程等は、それぞれの教習機関に直接照会してください。

３ 衛生関係作業主任者
技能講習の種類

特定化学物質
及び四アルキル鉛等
作業主任者

石綿作業主任者

酸素欠乏
・硫化水素危険
作業主任者

登録番号

５２－２９８

公益社団法人 宮城労働基準協会

１７－２３４

株式会社 安全教育センター

２６－１００２－３

株式会社 YAP
YAP建設業能力開発センター

１８－１６９

公益社団法人 宮城労働基準協会

１８－１７１

株式会社 安全教育センター

０２－１１２７－１

建設業労働災害防止協会 宮城県支部

４８－１９２３（２）

公益社団法人 宮城労働基準協会

２５－１４６

株式会社 安全教育センター

２６－０７２４－２

株式会社 安全教育センター

２６－１００２－２

株式会社 YAP
YAP建設業能力開発センター

５３－１７８９

公益社団法人 宮城労働基準協会

１７－２３６

株式会社 安全教育センター

２４－６９３

株式会社 YAP
YAP建設業能力開発センター

鉛作業主任者

有機溶剤等
作業主任者

登録教習機関名

所在地

仙台市青葉区一番町2-5-22
GC青葉通りプラザ
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階
仙台市宮城野区仙台港北2丁目
10番地の13
仙台市青葉区一番町2-5-22
GC青葉通りプラザ
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階
仙台市青葉区支倉町2-48
宮城県建設産業会館５階
仙台市青葉区一番町2-5-22
GC青葉通りプラザ
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階
仙台市宮城野区仙台港北2丁目
10番地の13
仙台市青葉区一番町2-5-22
GC青葉通りプラザ
仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階
仙台市宮城野区仙台港北2丁目
10番地の13

（注）学校関係を除く。
（注）宮城労働局以外の登録機関については、各労働局のホームページを参照してください。
（注）講習日程等は、それぞれの教習機関に直接照会してください。

４ 技能講習修了証（原本）を紛失又は損傷された場合
【ケース１】

技能講習を受講した機関（登録教習機関）が現在も再発行の業務を行っている場合

技能講習を受講した機関に修了証の再交付又は書替を依頼してください。手続き方法は、各機関にお問い合わせください。
【ケース２】

技能講習を受講した機関（登録教習機関）が、廃止等により修了証の再発行を行っていない場合

次の機関において、修了証の代わりに『修了証明書』の新規発行を行います。

技能講習修了証明書発行事務局
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館４Ｆ
℡03-3452-3371、3372 Fax03-3452-3349
電話受付：9:00～17:00 窓口受付：9:00～12:00、13:00～16:00

※詳しくは厚生労働省のホームページ「https://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/tetsuzuki01.html」をご覧ください。

令和４年５月10日現在

５ 安全衛生推進者養成講習等
講習等の種類

安全衛生推進者
養成講習

衛生推進者
養成講習
衛生工学衛生管理者講
習

登録番号

登録教習機関名

所在地

電話番号

登録有効期間満了日

２１－２２６

公益社団法人 宮城労働基準協会

仙台市青葉区一番町2-5-22
GC青葉通りプラザ

022-265-4091

令和6年9月30日

２２－６７２

公益社団法人 労務管理教育センター

東京都品川区上大崎2-25-2

03-6417-4595

令和7年11月3日

２９－０７１８－１

株式会社 ウェルネット

東京都新宿区新宿2-5-12

03-6380-1512

令和4年8月13日

２１－２２６－２

公益社団法人 宮城労働基準協会

仙台市青葉区一番町2-5-22
GC青葉通りプラザ

022-265-4091

令和6年9月30日

２９－０７１８－２

株式会社 ウェルネット

東京都新宿区新宿2-5-12

03-6380-1512

令和4年8月13日

２４－６０５

中央労働災害防止協会

東京都港区芝5-35-2

03-3452-6841

令和4年10月2日

電話番号

登録有効期間満了日

022-786-3500

令和6年3月30日

022-224-2245

令和6年9月30日

電話番号

登録有効期間満了日

022-267-4207

令和8年6月1日

022-224-1797

令和8年6月23日

022-265-4091

令和8年10月14日

（注）宮城労働局以外の登録機関については、各労働局のホームページを参照してください。
（注）講習日程等は、それぞれの教習機関に直接照会してください。

６ 免許に関する実技の登録教習（講習）
教習の種類

登録番号

登録教習機関名

移動式クレーン
運転実技教習

５１－８６１

公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
宮城事務所

ボイラー実技講習

２１－２１５

一般社団法人日本ボイラ協会 宮城支部

所在地

仙台市宮城野区中野4丁目
7番地の19
仙台市青葉区上杉3-3-48
同心ビル213

（注）学校関係を除く。
（注）宮城労働局以外の登録機関については、各労働局のホームページを参照してください。
（注）講習日程等は、それぞれの教習機関に直接照会してください。

７ 建築物石綿含有建材調査者登録講習
講習の種類
建築物石綿含有建材調査者
（一般建築物・一戸建等）

登録番号

登録教習機関名

０３－０５０７－１５ 株式会社 安全教育センター

建築物石綿含有建材調査者
（一般建築物・一戸建等）

０３－０５１２－４

建設業労働災害防止協会宮城県支部

建築物石綿含有建材調査者
（一般建築物）

０３－０９２１－３

公益社団法人 宮城労働基準協会

所在地

仙台市青葉区錦町１-10-11
勾当台上杉通りビル３階
仙台市青葉区支倉町２-48
宮城県建設産業会館５階
仙台市青葉区一番町２丁目5-22

（注）宮城労働局以外の登録機関については、石綿総合情報ポータルサイト（URL：https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/) 又は各労働局のホームページを参照してください。
（注）講習日程等は、それぞれの講習機関に直接照会してください。

この記事に関するお問い合わせ先
宮城労働局 労働基準部健康安全課
℡：022-299-8839

