
＊プレス機械作業主任者技能講習
＊乾燥設備作業主任者技能講習
＊鉛作業主任者技能講習
＊特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
  技能講習
＊有機溶剤作業主任者技能講習
＊酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
＊安全衛生推進者等養成・衛生推進者養成講習

一般社団法人栃木県労働基準協会連合会
〒321-0933
宇都宮市簗瀬町1958-1 028-678-2771

＊特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
＊型枠支保工の組立て等作業主任者
＊地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
＊足場の組立て等作業主任者技能講習
＊玉掛け技能講習
＊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
＊建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
＊木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
＊コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習
＊高所作業車運転技能講習
＊不整地運搬車運転技能講習
＊石綿作業主任者技能講習

建設業労働災害防止協会
　栃木県支部

〒321-0933
宇都宮市簗瀬町1958-1 028-639-3133

＊フォークリフト運転技能講習
＊はい作業主任者技能講習

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
　栃木県支部

〒321-0169
宇都宮市八千代1-5-12 028-658-2515

＊木材加工用機械作業主任者技能講習
＊フォークリフト運転技能講習
＊はい作業主任者技能講習
＊玉掛け技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習

林業・木材製造業労働災害防止協会
　栃木県支部

〒321-2118
宇都宮市新里町丁277-1 028-652-2153

＊普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
＊ボイラー取扱技能講習
＊ボイラー実技講習

一般社団法人日本ボイラ協会
　栃木県支部

〒321-0962
宇都宮市今泉町847-22
　利一ビル3Ｆ

028-621-3431

＊玉掛け技能講習
＊フォークリフト運転技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習
＊床上操作式クレーン運転技能講習
＊はい作業主任者技能講習

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
　栃木事務所

〒322-0016
鹿沼市流通センター46 0289-72-1717

＊ガス溶接技能講習 一般社団法人栃木県一般高圧ガス安全協会
〒321-0921
宇都宮市瑞穂3-2-2
瑞穂野工業団地協同組合内

028-666-6806

＊採石のための掘削作業主任者技能講習
一般社団法人日本砕石協会
　栃木県支部

〒327-0501
佐野市葛生東1-13-21 0283-85-3331

＊足場の組立て等作業主任者技能講習 一般社団法人日本鳶工業連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-20 03-3434-8805

＊足場の組立て等作業主任者技能講習
＊木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

全建総連栃木県建設労働組合
〒320-0061
宇都宮市宝木町2-944-3 028-652-5910

＊移動式クレーン運転実技教習
＊玉掛け技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習
＊床上操作式クレーン運転技能講習
＊フォークリフト運転技能講習
＊高所作業車運転技能講習
＊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
＊車両系建設機械（解体用）運転技能講習

株式会社さくら那須モータースクール
　那須クレーン教習所

〒329-2733
那須塩原市二区町342 0287-37-3660

（学校等特定の方を対象とする機関は省略）
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＊フォークリフト運転技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習
＊玉掛け技能講習
＊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
＊高所作業車運転技能講習
＊ガス溶接技能講習
＊床上操作式クレーン運転技能講習
＊不整地運搬車運転技能講習
＊車両系建設機械（解体用）運転技能講習

公益社団法人わたらせ技能講習センタ

〒326-0015
足利市八椚町五反田103 0284-90-2080

＊床上操作式クレーン運転技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習
＊玉掛け技能講習
＊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
＊車両系建設機械（解体用）運転技能講習
＊車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習
＊不整地運搬車運転技能講習
＊ショベルローダー運転技能講習
＊フォークリフト運転技能講習
＊高所作業車運転技能講習
＊ガス溶接技能講習
＊クレーン運転実技教習
＊はい作業主任者技能講習
＊安全衛生推進者等養成・衛生推進者養成講習

コマツ教習所株式会社
　栃木センタ

〒323-0819
小山市横倉新田295-1 0285-28-8300

＊床上操作式クレーン運転技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習
＊玉掛け技能講習
＊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
＊車両系建設機械（解体用）運転技能講習
＊不整地運搬車運転技能講習
＊フォークリフト運転技能講習
＊高所作業車運転技能講習
＊ガス溶接技能講習

株式会社PEO建機教習センタ
　栃木教習所

〒321-0295
下都賀郡壬生町壬生乙
3462

0282-82-8508

＊フォークリフト運転技能講習
＊玉掛け技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習

トヨタＬ＆Ｆ栃木株式会社
〒321-0905
宇都宮市平出工業団地
37-2

028-661-5000

＊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
＊車両系建設機械（解体用）運転技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習
＊玉掛け技能講習
＊フォークリフト運転技能講習
＊ガス溶接技能講習
＊高所作業車運転技能講習
＊床上操作式クレーン運転技能講習

コベルコ教習所株式会社
　宇都宮教習センター

〒321-0166
宇都宮市今宮4-18-9 028-684-2111

＊フォークリフト運転技能講習
＊玉掛け技能講習
＊ガス溶接技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習
＊高所作業車運転技能講習
＊有機溶剤作業主任者技能講習
＊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
＊安全衛生推進者等養成講習
＊床上操作式クレーン運転技能講習
＊特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
  技能講習
＊不整地運搬車運転技能講習
＊はい作業主任者技能講習

株式会社人財学園
〒321-4346
真岡市松山町26-4 0285-81-6656

＊フォークリフト運転技能講習 株式会社栃木県南自動車学校
〒328-0123
栃木市川原田町1528 0282-22-1347

＊フォークリフト運転技能講習
株式会社安佐自動車教習所
　安佐クレーン教習所

〒327-0822
佐野市越名町1249 0283-22-0965

＊フォークリフト運転技能講習
＊小型移動式クレーン運転技能講習
＊玉掛け技能講習
＊高所作業車運転技能講習
＊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

株式会社ＨＳＣ
　ＨＳＣ技能講習センター

〒326-0822
足利市田中町459-1 0284-71-2695
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＊フォークリフト運転技能講習
とちぎ安全教育センター株式会社
トーブモータースクール

〒320-0854
宇都宮市鷺の谷町234 028-658-0731

＊有機溶剤作業主任者技能講習 一般財団法人労働安全衛生管理協会
〒336-0017
埼玉県さいたま市南区
南浦和2-27-15

048-885-7773

＊フォークリフト運転技能講習 株式会社今市自動車教習所
〒321-2405
日光市芹沼1739-1 0288-21-1125

＊フォークリフト運転技能講習
＊玉掛け技能講習

日本建機教習所株式会社
〒299-3203
千葉県大綱白里市四天木
乙2573－8

0475-78-4510

＊フォークリフト運転技能講習 株式会社神田エンタープライズ
〒101-0061
東京都千代田区神田三崎
町３－２－４

03-6327-1811

＊フォークリフト運転技能講習
株式会社マジオネット多摩
マジオワークライセンススクール宇都宮校

〒321-0901
宇都宮市平出町3734-8

028-666-7555

＊講習の日程等は各登録教習機関にお問い合わせください。


