2020 年 6 月吉日

ご関係各位
全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)

特別教育・雇入れの時の安全衛生教育出張開催のご案内
拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より全国舞台テレビ照明事業協同組合(以下全照協)の活動にご理解ご協力を賜り有難うございます。
6 月 19 日に全国での移動制限が解除され、本当に少しずつではありますが、コンサート・イベント・演劇、テレビ番組収
録などが再開されつつあります。
業務再開に伴い、現場に新入社員を配置する為には、雇入れ教育、特別教育受講の必要があることから、業務が再開され
た、組合員・賛助会員の皆様から特別教育を開催してほしい要望を頂いております。
しかし、現時点では不特定多数を着座させての講義は、感染予防の観点から控えざるを得ず、全照協が主催で特別教育を
開催することが困難な状況です。
ですが特別教育は、労働安全衛生法上受講が義務づけられていることから、全照協では、今年度につきましては、組合員・
賛助会員の会社の会議室等で開催する出張特別教育の際に、通常 20 名以上としていた最低人数制限を取り払い、1 人でも
対象者がいるならば、皆様の会社にお伺いして講義を行わせて頂きます。
特別教育開催の際に、併せて雇い入れ教育を開催ご希望の場合、今年度につきましては雇い入れ教育を無料で開催させて
頂きます。特別教育講義時間(+休憩時間等)に+2 時間半程のお時間を頂きます。
出張開催をご希望される企業様・団体様は添付のお申込書にご記入の上、当組合事務局まで FAX にてお送りください。
折り返しご連絡させて頂き、詳細をお打ち合せさせて頂きたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
開催日時：お打ち合わせによる。
講座時間：足場の組立て等特別教育

６時間（休憩がございますので受講時間＋2 時間程となります）

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

６時間（休憩がございますので受講時間＋2 時間程となります）

※雇入れ時の安全衛生教育を合わせて開催ご希望の場合上記+2 時間半程となります。
開催場所：主催者様にて会議室等のご手配お願い致します。
※有料会議室等をご手配の際の会場・付帯利用料は、主催者様のご負担とさせて頂きます。
必要備品：受講者用椅子・机、講師用演台・椅子、PC・プロジェクター用電源、スクリーン(白い壁でも可)
開催可能人数：1 名以上
受講条件：18 歳以上で日本語での受講が問題なくできる者（通訳同行での受講不可）
受講料：講師料・資料代・修了証発行費込、税別
足場の組立て特別教育：全照協：組合員 5,000 円/賛助会員 6,000 円
日照協：協会員 5,000 円/賛助会員 6,000 円

一般受講者：9,000 円

フルハーネス特別教育：全照協：組合員 7,000 円/賛助会員 8,000 円
日照協：協会員 7,000 円/賛助会員 8,000 円

一般受講者：9,000 円

※全照協加盟の組合員様・賛助会員様主催の場合は、講師宿泊交通費を全照協の全額負担とさせて頂きます。
日照協各支部様、日照協賛助会員様、その他の会社・団体様で主催の場合は、会場費のご負担の他に、以下
の講師宿泊交通費(税別)を別途ご請求させて頂きます。北海道 6 万円、東北新潟 3 万円、首都圏(東京・神奈
川・千葉・埼玉の東京近郊部除く関東甲)2 万円、中部北陸長野 3 万円、関西 4 万円、中・四国 5 万円、九
州沖縄 6 万円

※但し受講人数が多数の場合は講師交通費を全照協負担とします(要相談)。

※受講料・講師宿泊交通費につきましては、後日、修了証と一緒にご請求書をお送りさせて頂きます。
申込方法：申込書に必要事項をご記入頂き、全照協事務局へ FAX にてお申し込みください。
申込書が届きましたら、折り返しご担当者様にご連絡いたします。
お問い合せ：全国舞台テレビ照明事業協同組合（全照協）
東京都千代田区神田錦町 1-5 カワベビル 2 階 A 室
TEL：03-5577-7844 FAX：03-5577-7845

事務局：講習担当：寺田航、事務担当：小竹なな恵

Mail：jimukyoku@zenshokyo.or.jp

【フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 タイムテーブル 開催例】
9：00
10：00

講師・全照協事務局会場入り＆セッティング
開会挨拶（企業様から挨拶等あればお願いします）
講習会についてのアナウンス・講師紹介（全照協事務局より）

1. 講義 10：10

～ 11：30（80 分）

休憩 10 分
2. 講義 11：40

～ 12：50（70 分）

休憩 60 分
3. 講義 13：50

～ 14：40（50 分）

休憩 10 分
4. 講義 14：50

～ 15：30（40 分）

休憩 10 分
5. 講義 15：40

～ 16：10（30 分）

休憩 10 分
6. 実技 16：20

～ 17：50

※遅刻は原則認められません。
※上記タイムテーブルは当日の講師判断で前後致します。
開催時間計

10：00～17：50

合計 7 時間 50 分(470 分)

講義時間計

(開会 10 分)＋(座学 60 分+70 分+50 分+40 分+30 分)
+(実技 90 分)＝6 時間(370 分)

休憩時間計

(休憩 10 分×4 回)＋(昼休憩 60 分)＝1 時間 40 分(100 分)

【足場の組立て等特別教育 タイムテーブル 開催例】

9：00
10：00

講師・全照協事務局会場入り＆セッティング
開会挨拶（企業様から挨拶等あればお願いします）
講習会についてのアナウンス・講師紹介（全照協事務局より）

7. 講義 10：10

～ 11：10（60 分）

休憩 10 分
8. 講義 11：20

～ 12：20（60 分）

休憩 60 分
9. 講義 13：20

～ 14：20（60 分）

休憩 10 分
10. 講義 14：30

～ 15：30（60 分）

休憩 10 分
11. 講義 15：40

～ 16：40（60 分）

休憩 10 分
12. 講義 16：50

～ 17：50（60 分）

※遅刻は原則認められません。
※上記タイムテーブルは当日の講師判断で前後致します。
開催時間計

10：00～17：50

合計 7 時間 50 分(470 分)

講義時間計

(開会 10 分)＋(60 分×6 コマ)＝6 時間(370 分)

休憩時間計

(休憩 10 分×4 回)＋(昼休憩 60 分)＝1 時間 40 分(100 分)
返信先 FAX：03-5577-7845

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特別教育出張開催申込書

□主催会社・団体名：
□開催希望教育

□フルハーネス特別教育

□足場特別教育

□雇入れ時の安全衛生教育

□開催希望日時

第一希望

月

日

時～

第二希望

月

日

時～

第三希望

月

日

時～

※空きスケジュールにつきましては、全照協 HP に掲載しておりますのでご確認頂けますと幸いです。

□開催予定場所：
□受講人数(大体の受講人数をご記入ください。)：

人

当申込書 FAX 先：全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協）
FAX:03-5577-7845
当申込書に必要事項ご記入頂き、全照協事務局へ FAX にてお申込みください。
申込書が届きましたら折り返し、日程等ご相談の為、ご担当者様にご連絡致します。

本件ご担当者連絡欄
会社名
お名前
ご連絡先
電話番号(必ずご記入ください)
FAX
メールアドレス(必ずご記入ください)
MEMO

部署・役職

