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４  　月 ５  　月 ６  　月 ７  　月 ８  　月 ９  　月 １０  月 １１  月 １２  月 １  　月 ２  　月 ３　　月

富　　山 5/25-6/11
(3/17-23)

大　　阪 6/8-25
(3/31-4/6)

福　　岡 7/5-7/22
(4/15-21)

札　　幌 8/24-9/10
(6/17-23)

東　　京 9/6-25
(6/30-7/6)

名古屋 10/13-10/30
(8/5-12)

東　　京 11/9-27
(9/1-7)

東　　京 2/1-19
(11/24-30)

東　　京 3/8-26
(12/16-22)

東　　京 6/15-7/2
(4/7-13)

大　　阪 8/31-9/17
(6/24-30)

大　　阪 10/18-11/5
(8/12-18)

鹿児島 11/16-12/4
(9/9-15)

大　　阪 2/15-3/5
(12/7-13)

名古屋 3/11-3/30
(1/6-13)

仙　　台 10/26-11/13
(8/19-25)

大　　阪 6/28-29
(5/11-17)

名古屋 7/7-8
(5/19-25)

東　　京 8/5-6
(6/15-21)

福　　岡 9/15-16
(7/27-8/2)

大　　阪 1/11-12
(11/16-22)

東　　京 2/21-22
(12/16-22)

東　　京 7/20-21
(6/1-7)

大　　阪 4/12-16
(2/25-3/3)

東　　京 5/10-14
(3/16-22)

東　　京 7/26-30
(6/3-9)

大　　阪 10/4-8
(8/12-18)

東　　京 1/24-28
(11/30-12/6)

大　　阪 3/14-18
(1/20-26)

福　　岡 5/24-28
(3/30-4/5)

東　　京 11/29-12/2
(10/7-13)

1

大　　阪 5/17-20
(3/23-29)

名古屋 6/1-4
(4/7-13)

東　　京 7/12-15
(5/25-31)

福　　岡 8/3-6
(6/10-16)

大　　阪 9/27-30
(8/4-11)

東　　京②
10/5-8*18-21

(8/12-18)

大　　阪 1/24-27
(11/30-12/6)

東　　京 3/28-31
(2/2-8)

東　　京 5/25-28
(3/31-4/6)

東　　京 6/1-4
(4/7-13)

大　　阪 11/15-18
(9/28-10/4)

東　　京 1/11-14
(11/16-22)

3

東　　京 5/17-21
(3/23-29)

福　　岡 10/25-29
(9/2-8)

東　　京 12/13-17
(10/21-27)

大　　阪 5/24-28
(3/30-4/5)

大　　阪 12/20-24
(10/28-11/4)

東　　京 8/2-4
(6/10-16)

東　　京 3/2-4
(1/6-13)

大　　阪 8/4-6
(6/15-21)

大　　阪 3/9-11
(1/18-24)

東　　京 7/8-9
 (5/20-26)

大　　阪 8/2-3
(6/10-16)

東　　京 2/24-2/25
(1/6-13)

大　　阪 3/7-8
(1/13-19)
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名古屋 7/6
(5/18-24)

福　　岡 9/14
(7/27-8/2)

東　　京②
12/10*24

(10/20-26)

広　　島 7/6
(5/18-24)

東　　京②
9/27*28
(8/4-11)

大　　阪 12/17
(10/27-11/2)

大阪 ②
7/12*13

(5/25-31)
札　　幌 7/14
(5/26-6/1)
東　　京②
7/16*19

(5/27-6/2)
福　　岡 4/22-23

(3/4-10)
東　京 6/7-8

(4/13-19)
東　　京 7/5-6

(5/18-24)
大　　阪 10/12-13

(8/19-25)
東　　京 12/22-23

(11/2-9)

大　阪 4/26-27
(3/9-15)

東　　京 4/19-20
(3/2-8)

大　　阪 7/1-2
(5/18-24)

東　　京 11/1-2
(9/9-15)

3

東　　京③
4/6-7*8-9*13-14

(2/24-3/2)

大　　阪 5/12-13
(3/18-24)

福　　岡 6/1-2
(4/7-13)

福　　岡 8/24-25
(7/1-7)

東　　京 9/29-30
(8/5-12)

東　　京 10/12-13
(8/19-25)

東　　京②
12/6-7*20-21

(10/14-20)

名古屋 2/1-2
(12/7-13)

東　　京 3/2-3
(1/6-13)

名古屋 5/13-14
(3/18-24)

大　　阪②
 8/24-25*26-27

(7/1-7)

札　　幌 10/14-15
(8/24-30)

大　　阪②
12/13-14*15-16

(10/21-27)

東　　京 2/28-3/1
(1/5-12)

東　　京②
8/26-27*30-31

(7/6-12)

東　　京②
4/15-16*21-22

(2/25-3/3)

大　　阪 6/3-4
(4/8-14)

東　　京 9/2-3
(7/13-19)

大　　阪 12/9-10
(10/19-25)

沖　　縄 4/27-28
(3/9-15)

名古屋 9/9-10
(7/20-28)

福　　岡 12/14-15
(10/21-27)

大　　阪 6/1-2
(4/7-13)

東　　京②
10/25-26*27-28

(9/2-8)

福　　岡 11/10-11
(9/16-24)

大　　阪 12/7-8
(10/14-20)

東　　京 1/17-18
(11/18-25)

東　　京 6/9-10
(4/15-21)

大　　阪 8/16-17
(6/23-29)

東　　京②
12/8-9*14-15

(10/19-25)

大　　阪 1/13-14
(11/17-24)

東　　京 8/18-19
(6/24-30)

東　　京7/7
(5/19-25)

福　　岡 11/9
(9/16-24)

東　　京 12/3
(10/13-19)

大　　阪 2/10
(12/16-22)

大　　阪 7/27
(6/3-9)
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10 9 10 17 14 9 12 7 16 6 7 8 125

　　（注） １．受講希望人員の多寡等により変更することがある。　　　２．講習会場等の関係で実施月を変更することがある。   ３．地区右の○数字は同月内での実施回数を示す。

防除作業監督者
（5日間　60,000円） 5

　　　　　　2021年度各種講習会実施時期別予定表　　　　※（　）は受付期間
　　　　　　　　　　　　　年月
講習会種類

計

建築物環境衛生管理技術者
(16日間　108,800円)

16

登
　
　
録
　
　
新
　
　
規
　
　
講
　
　
習
　
　
会

清掃作業監督者
（2日間　35,000円） 7

空気環境測定実施者
（5日間　90,000円） 7

ダクト清掃作業監督者
（4日間　56,000円）
貯水槽清掃作業監督者
（4日間　52,000円）

10

排水管清掃作業監督者
（4日間　45,000円）

防除作業監督者(再)
（2日間　33,000円）

7

統括管理者
（3日間　45,000円） 4

空調給排水管理監督者
（2日間　31,000円） 4

　　　小　　　　計

清掃作業監督者(再)
（1日　21,000円）

13

空気環境測定実施者(再)
（2日間　31,000円）

6

ダクト清掃作業監督者（再）
（2日間　33,000円）
貯水槽清掃作業監督者(再)
（2日間　33,000円）

21

排水管清掃作業監督者（再）
（2日間　33,000円）

8

統括管理者(再)
（2日間　34,000円）

5

空調給排水管理監督者（再）
（1日　21,000円） 5

　　　小　　　　計
　　　合　　　　　　計
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会


