
林材業労災防⽌協会静岡県⽀部  2023年4月1日 

チェーンソーによる伐木等の業務特別教育 
安衛則第３６条の８に基づく特別教育 

 
事業者は、労働者にチェーンソーを⽤いて伐⽊造材の業務に従事させる場合は、労働省令で定める特別教育を修了した者で

なければならないこととなっています。 
チェーンソーを使⽤して伐⽊造材の業務に従事させる場合は、必ず受講させてください。 
なお、感染症予防を踏まえ、会場の密を避けた定員としているため、受講者は静岡県内事業場、県内居住者に限定させてい

ただきます。 
 

１ 日時及び場所 

開催日 募集 
人数 開催会場 受付 

令和５年 ５月１０日(水) 9:00〜13:00 
〜１１日(⽊) 9:00〜17:00 

１２日(⾦) 9:00〜17:00 
48人 浜松市浜北区根堅2542-8 

静岡県森林・林業研究センター 

8:45〜 

令和５年 ５月２２日(月) 9:00〜13:00 
〜２３日(火) 9:00〜17:00 36人 

沼津市大手町1-1-4 
プラサ ヴェルデ 会議室 

２４日(水) 9:00〜17:00 ⻑泉町元⻑窪  桃沢工芸村 
令和５年 ６月 ５日(月) 9:00〜13:00 

〜 ６日(火) 9:00〜17:00 
７日(水) 9:00〜17:00 

40人 静岡市葵区千代538-11 
静岡市林業センター 

令和５年１０月１８日(水) 9:00〜13:00 
〜１９日(⽊) 9:00〜17:00 

２０日(⾦) 9:00〜17:00 
48人 浜松市浜北区根堅2542-8 

静岡県森林・林業研究センター 

令和５年１２月 ４日(月) 9:00〜13:00 
〜 ５日(火) 9:00〜17:00 40人 

伊豆市八幡500-1 
伊豆市役所中伊豆⽀所 

６日(水) 9:00〜17:00 伊豆市城1091-1 市⽴公園六仙の⾥公園 
令和６年 ２月１４日(水) 9:00〜13:00 

〜１５日(⽊) 9:00〜17:00 
１６日(⾦) 9:00〜17:00 

40人 静岡市葵区千代538-11 
静岡市林業センター 

※会場、日程が変更となることがあります。 
 
２ 受講申込 
(1) 受講申込書の郵送 

受講申込書に記入の上、写真１枚（3×2.4cm）を綺麗に糊付けして貼り(テープで貼らないこと。)、受講日の１０日
前までに下記に郵送願います。 

なお、受講票は、送付しませんが、募集人員を超え受付できない場合には、その旨ご連絡します。 
 

【送付先】  〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号 県庁⻄館９階 

         林材業労災防⽌協会静岡県⽀部   TEL・FAX  <054>252-3160 
 

※開催会場は、講習の計画、運営には⼀切関わりはありません。申込書の郵送、問合せは、施設のご迷惑となりま
すので、決して⾏わないでください。 

 

定員数超え 受付終了しました 

定員数超え 受付終了しました 



(2) 受講経費 
受講日の１０日前までに、下記⼝座へ送⾦してください。連絡なく１０日前を過ぎて入⾦の無い場合、受講する意志が

なく取り消されたものとさせていただきます。 
 

○受講経費内訳 
区  分 受講料 テキスト代 計(受講経費) 

⾦ 額(消費税込み) ２０，０３０円 ２，９７０円 ２３，０００円 

※ ただし、当⽀部会員には、上記受講経費の内、2,200円を助成します。 
 (当⽀部会員の送⾦額は、20,800円になります。) 

 
【受講経費送⾦先】 静岡銀⾏本店営業部  普通預⾦  ００６３８４１ 

  林材業労災防⽌協会静岡県⽀部  

    ※ 送⾦手数料は申込者にてご負担願います。 

 
(3) 受講の取り消し 
   申込後の取り消しは、開催日の７日前までに連絡があった場合に限り、受講経費をお返しします。 
   なお、返⾦の際、振込手数料は申込者のご負担となります。 

 
(4) 開催の中⽌等 

開催日の１０日前で受講申込者が３０名以下の場合、または災害等が予想される場合、新型コロナウイルス感染症
の状況等により、中⽌又は延期する場合がありまますことをご承知おき願います。その場合、Fax等にてご連絡します。 
 

３ 参加に当たって (受講者は必ずお読みください) 
○ 開催日前２週間内に37.5度以上の発熱のあった方、当日、熱がある、咳が出る、のどが痛いなどの症状のある方は、出

席を自粛いただきますようお願いします。また、会場は、感染予防のため、窓を開けておりますので、服装にご留意ください。 
○ ⼗分な駐⾞スペースがありません。お仲間、お知り合いの方は乗り合せてお越しください。また、各会場とも指定されたところ

（会場図参照）以外には絶対に駐⾞しないでください。 
○ 遅刻、早退等で受講時間が所定時間数に満たない者は修了者と認められません。 
○ マスク、筆記用具、昼食及び飲み物等を携⾏してください。最寄りに昼食、飲み物の販売施設がありません。また、３日目

の実技の際には、作業衣着用の上、皮手袋、ヘルメット、チェーンソー、目⽴て道具などを持参してください。防護衣をお持
ちの方は着⽤または持参してください。 

〇 開催日に本人確認を⾏いますので、運転免許証等の⾝分証明書を受付時に呈⽰してください。 
 
４ 科目及び時間 

日程 講習科目 時間数 

第１日目 
学科 

関係法令 １時間 
振動障害及びその予防に関する知識 ２時間 
伐⽊作業に関する知識(下肢の切創防⽌⽤保護衣等) 0.5時間 

実技 伐⽊等の方法(下肢の切創防⽌⽤保護衣等) 0.5時間 

第２日目 
学科 

伐⽊作業に関する知識 3.5時間 
チェーンソーに関する知識 ２時間 

実技 
チェーンソーの点検及び整備 １時間 
チェーンソーの操作 0.5時間 



 

 
 
 
 

会   場   図 
 

    当日の状況により変更となることをご承知おきください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３日目 実技 
チェーンソーの点検及び整備 １時間 
チェーンソーの操作 1.5時間 
伐⽊等の方法 4.5時間 

静岡市林業センター会場図 

×侵入禁止 
駐車場 

静岡市林業センター 

土手部分への入り口 

・斜線図で示した駐⾞場以外の場所、公用⾞駐⾞場には駐⾞しないこと。 
・樹木の下への駐⾞が禁⽌されました。（R4年度） 
・安倍川右岸側の⼟手部分への駐⾞をお願いします。当日朝カギを開けます。 

公用車駐車場 

入口 

静岡県森林・林業研究センター 

旧県立農林大学校林業分校 

駐車場① 

駐車場② 

静岡県森林・林業研究センター会場図 

・図で⽰した駐⾞場以外の場所に駐⾞しないこと。 
・通路に縦列駐⾞を絶対にしないこと。 



 
 
 
 

長泉町 桃沢工芸村会場図 

桃沢工芸村 

桃沢キャンプ場 

駐車場 

桃沢工芸村案内標識 

町営桃沢グラウンド 

※工芸村前の駐⾞場には駐⾞しないこと 

 

伊豆市中伊豆支所・六仙の里公園会場図 

伊豆市中伊豆支所 

駐車場 

中伊豆健康福祉センター 

市立公園六仙の里公園 

県道12号伊東修善寺線 



チェーンソーによる伐木等業務特別教育受講申込書 
 

記載留意 必ずお読みください。 
●住所は現在の住⺠票記載の住所を正確に記入のこと。 
●文字は崩さず、楷書体で丁寧に記入のこと。 
●写真は綺麗に糊付けして、簡単に剥がれぬよう貼付、テープは使⽤しな

いこと。 
●修了証送付先として、下記「現住所」又は「勤務先」に○印をすること。 
●事業場で複数の人数を申し込む場合、勤務先欄、受講経費欄は1人に

記載し、残りは事業場名のみ記入で可 

受講 
年月日 

 年  月  日 
〜 

 年  月  日 

受講会場  

受付番号 
記入不⽤  

フリガナ  写真貼付 

氏名   

 
旧姓を使⽤した氏名又は通称の併記の希望の有無   有 ・ 無 
併記を希望する氏名又は通称  

⽣年⽉日 昭和 ・ 平成    年    月    日生 

現住所 

電話番号 
Fax番号 
ﾒー ﾙｱﾄ゙ ﾚｽ 
※開催に関連し、緊急に連絡の必要な場合使⽤します。 
〒     － 

勤
務
先 

事業場名      担当者氏名 

所在地 

〒     －    電話番号 
     F A X番号 

 

会員区分 林災防静岡県⽀部会員 ・ 会員以外 

受
講
経
費
振
込 

振込予定日      年    月    日 (受講日の１０日前まで)  必ず記入のこと 

振込者名称 
(カタカナ)         必ず記入のこと 

振込明細 

※複数の申込者、講習・教育について振り込む場合は、内訳を記載してください。 

      年   月   日 

3×2.4cm 
 

三分⾝、正面 
脱帽、無背景 

しっかり糊付け 


