
 

2022 年 4 月吉日 

ご関係各位 

企画運営：全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協) 教育情報委員長 横田 健二 

協力：公益社団法人 日本照明家協会(日照協) 安全委員長 吉本 紀英 
 
 

2022 年 5 月 16 日「足場の組立て等特別教育」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。 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い主催開催を中止しておりました、「足場の組立て等特別教育」ですが、2022 年 5 月

より感染症対策を行い、(公社)日本照明家協会様(以下日照協)ご協力のもと、再開させて頂きます。 

この「⾜場の組⽴て等特別教育」は、2015 年７月１日、厚⽣労働省において多発する⾜場からの墜落・転落による労働災

害を防ぐために、⾜場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛⽣規則が改正され、⾜場の組⽴て、解体⼜は変更の作

業に係る業務に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられた特別教育です。 

 しかしながら、建築団体等の他団体で開催されている当該の特別教育は、講義内容が建設業向け、⼀人当りの受講料が 

1 万円を超えるものも少なくありません。全照協では、両団体の会員の受講料負担を軽減し、少しでも我々の業界に即した

内容の特別教育を提供するため特別価格で開催させて頂きます。 

受講をご希望される方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。 

業界の安全・安心業務の普及にご協力をお願い申し上げます。 

敬具 

※今後の新型コロナウイルス拡大に伴う、政府・自治体の要請等により開催を中止・延期する可能性もございます。 

予めご了承ください。 

記 

開催日時：2022(令和 4)年 5 月 16 日(月) 11:00～17:15 (10:40 受付開始) 

講座時間：６時間（休憩時間がございますので受講時間＋15 分程となります） 

※感染症拡大防止のため、お昼休憩はございません。早めの昼食を済ませてお越しください。 

開催場所：全照協 CONFERENCE ROOM (東京都千代田区神田錦町 1-5 カワベビル 2 階Ａ室) 

最寄り駅：「小川町」都営新宿線 徒歩約 5 分 「新御茶ノ水」千代田線 徒歩約 6 分 

「淡路町」丸ノ内線 徒歩約 10 分 「竹橋」東西線 徒歩約 6 分 「神田駅(西口)」JR 徒歩約 12 分 

「大手町」千代田線 徒歩約 8 分 / 半蔵門線 徒歩約 9 分 / 丸ノ内線 徒歩約 10 分 / 都営三田線 徒歩約 12 分 

会場アクセス詳細：https://www.zenshokyo.or.jp/access/(全照協 HP) 

※全照協 HP に各駅からの写真付き案内を掲載しております。ぜひご利用ください。 

講師：寺田航(全照協事務局長 中災防⾜場の組⽴て等特別教育インストラクターコース修了) 

受講条件：18 歳以上の舞台テレビ等演出空間業務従事者で、日本語での受講が問題なくできる者（通訳同行不可） 

※新型コロナウイルス感染症を踏まえ、発熱等の症状が見られる方は出席をお控えください。 

受講料：講師料・資料代・修了証発行費・消費税込 

全照協：組合員 5,500 円/賛助会員 6,600 円、日照協：個人会員 5,500 円/賛助会員 6,600 円、⼀般受講者：9,900 円 

※受講費につきましては後日請求書をお送りさせて頂きます。※お支払確認後、修了証をお送りさせて頂きます。 

定員：15 名（お申込み多数の場合は先着順とさせて頂きます） 

申込方法：当申込書に必要事項ご記入頂き、全照協事務局へ FAX にて 2022 年 5 月 9 日(月)までにお申込みください。 

申込書が届きましたら折り返し、ご入力頂きます受講者データ(エクセル)をご担当者様のメールアドレス宛に、 

メール添付にてお送りいたします。ご入力の上メールのご返信お願い致します。 

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 1 階 A 室  

事務局：講習担当：寺田航、事務担当：小竹なな恵、進藤沙弥 

TEL：03-5577-7844 FAX：03-5577-7845 Mail：jimukyoku@zenshokyo.or.jp 

 

https://www.zenshokyo.or.jp/access/
mailto:jimukyoku@zenshokyo.or.jp


2022 年 5 月 16 日足場の組み立て等特別教育タイムテーブル 

※以下のタイムテーブルは当日の進行状況・受講者内訳等により変更する場合がございます。 

時間 RAP 行   事 備考 

10:40 20 受講者様受付開始   

11:00 90 講義    

12:30 05 休憩   

12:35 90 講義    

14:05 05 休憩   

14:10 90 講義   

15:40 05 休憩   

15:45 90 講義   

17:15   講義終了 撤収   

        

講義時間 360 分   

休憩 15 分   

合計 375 分   

 



返信先 FAX：03-5577-7845  Mail：jimukyoku@zenshokyo.or.jp 

企画運営：全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協) 協力：(公社)日本照明家協会(日照協) 

2022 年 5 月 16 日「足場の組立て等特別教育」開催申込書 

 

講座申込書 

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女   

名前             性別 男・女   名前             性別 男・女     

 
 

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 

 

申込方法：当申込書に必要事項ご記入頂き、全照協事務局へ FAX にて 2022 年 5 月 9 日(月)までにお申込み

ください。  

申込書が届きましたら、折り返しご入力頂きます修了証作成用受講者データ(エクセル)を、ご担当

者様のメールアドレス宛にメール添付にてお送りいたします。 

お手数ではございますが、ご入力の上メールのご返信お願いいたします。 

 

本件ご担当者連絡欄 

会社名                        役職                      

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                                             

                                                

mailto:jimukyoku@zenshokyo.or.jp

