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悩み不 

 

 

特定自主検査を行う、事業所のみなさま、検査業者のみなさまへ 

特定自主検査のことでお悩みのことは 

ありませんか？建
けん

荷協
にきょう

がアドバイスします。 

巡回指導のご案内 

みなさまが行う特定自主検査（以下「特自検
と く じ け ん

」と言う）は労働者が

安全に建設荷役車両を使用するための大切な制度です。 

この特自検を行ううえで 

「記録表の記入を先輩から聞いただけで良く判らない。合っている？」 

「担当の引継ぎが上手くできていない、このままでは不安だ・・・・」 

「この仕事を始めて間もない。ちゃんと出来ているのだろうか？？？」 

「行政監査が心配・・・」等々、 

お悩み、お困りのことはありませんか？ 

お気軽に建荷協にご相談ください！！ 

建荷協では巡回指導の制度があり、巡回指導員が御社にお伺いし、

無償で特自検業務について点検を実施し、改善すべきポイントや特自

検に関する最新情報等をアドバイスさせていただきます。 

巡回指導員とは・・・特自検の普及・検査技術の向上

を図るため、建荷協が任命した特自検業務に精通した

方です。全国で５００名を超える指導員が活躍してい

ます。（巡回指導員は守秘義務を遵守します。） 

 

検査業務の担当が変わった 
近日中に行政監査を受ける予定    こういった方に特におすすめをします。 
検査業者の業務を始めて間もない       

巡回指導のお申込みは 

最寄りの                          へお願いします。 

巡回指導申込書 FAX にてお申し込みください。（FAX№は裏面の支部一覧をご参照ください） 

事業所名・所在地                            申込年月日 

 

 

担当者部署氏名                             電話番号 

                                    FAX  

                                    E-MAIL 

申込書受領後、ご相談内容の確認、御社への訪問日程の調整等、あらためてご案内をさせていただきます。 

悩み不 悩み不安 

適正な検査 

業務の実施 

なるほど‼ 

納得‼ 
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支部名 〒 所　在　地 電　話　番　号 Ｆ　Ａ　Ｘ

北海道 060-0004 札幌市中央区北四条西７丁目 NCO札幌ホワイトビル９F 011-271-7720 011-271-7580

青　森 030-0902 青森市合浦１－１０－７ 017-765-5432 017-765-5433

岩　手 020-0873 盛岡市松尾町１７－９ 岩手県建設会館２F 019-626-2616 019-626-2627

宮　城 983-0842 仙台市宮城野区五輪１－６－９ 五輪黄葉ビル２０１号 022-298-2150 022-298-2151

秋　田 010-0923 秋田市旭北錦町1-14 秋田ファーストビル210号室 018-823-8258 018-823-8260

山　形 990-8681 山形市流通センター 2-3 山形流通団地組合会館内 1F 023-666-6581 023-666-6582

福　島 960-8035 福島市本町５－８ 福島第一生命ビル４Ｆ 024-521-8065 024-521-8248

茨　城 311-3116 東茨城郡茨城町長岡３６５２－５５９ 029-292-6546 029-292-6547

栃　木 321-0912 宇都宮市石井町3149-28卸商業団地協同組合別館202 028-636-0102 028-636-0103

群　馬 371-0805 前橋市南町４－３０－３ 勢多会館１Ｆ 027-223-3448 027-223-3451

埼　玉 330-0062 さいたま市浦和区仲町１－１２－１ カタヤマビル５階Ａ 048-835-3050 048-835-3055

千　葉 260-0026 千葉市中央区千葉港４－３ 千葉県経営者会館３F３０３号 043-245-9926 043-245-9927

東　京 102-0072 千代田区飯田橋１－７－１０ 山京別館４F 03-3511-5225 03-3511-5224

神奈川 231-0011 横浜市中区太田町６－８７ 横浜フコク生命ビル１０F 045-664-1811 045-664-1817

新　潟 950-0961 新潟市中央区東出来島１１番－１６ 新潟県自動車会館内 025-285-4699 025-285-4685

富　山 930-0094 富山市安住町３－１４ 富山県建設会館内 076-442-4358 076-442-6748

石　川 920-0806 金沢市神宮寺3-1-20 コマツ石川株式会社 レンタル事業部事務所2F 076-208-3302 076-208-3303

福　井 910-0854 福井市御幸4-19-25 広田第２ビル２F 0776-24-7277 0776-24-9507

山　梨 409-3867 中巨摩郡昭和町清水新居１６０２ ササモトビル2Ｆ 055-226-3558 055-226-3631

長　野 380-0872 長野市妻科４２６－１ 長野県建築士会館４F 026-232-2880 026-232-6606

岐　阜 504-0843 各務原市蘇原青雲町5丁目34番地 058-382-5011 058-382-5120

静　岡 422-8045 静岡県静岡市駿河区西島127 05４-236-4008 054-236-4031

愛　知 450-0002 名古屋市中村区名駅４－２３－１３ 大同生命ビル３F 052-586-0069 052-586-0010

三　重 514-0009 津市羽所町６０１ アカツカビル４Ｆ 059-223-7177 059-223-7180

滋　賀 520-0043 大津市中央４－５－３３ ＳＫビル２階Ｃ 077-521-5260 077-521-5352

京　都 600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町（かんこぼこちよう)78 075-351-0250 075-351-0251

大　阪 540-6591 大阪市中央区大手前１－７－３１ ＯＭＭビル８F 06-6944-6611 06-6944-6612

兵　庫 650-0024 神戸市中央区海岸通８ 神港ビル７０３号 078-332-4936 078-392-8921

奈　良 630-8113 奈良市法蓮町163-1 新大宮愛正寺ビル2F （公社）奈良県労働基準協会内 0742-93-5181 0742-36-5715

和歌山 640-8287 和歌山市築港３－２３ 和歌山港湾労働者福祉センター１F 073-435-3337 073-435-3338

鳥　取 682-0802 倉吉市東巌城町１２０ プライムスクエアビル 2F 0858-22-1400 0858-23-4667

島　根 690-0012 松江市古志原２－２０－５４ 0852-27-0340 0852-27-0556

岡　山 700-0907 岡山市北区下石井２－８－６　 第２三木ビル２０５ 086-222-6039 086-222-4296

広　島 733-0011 広島市西区横川町１－１１－２４ 山田オフィスビル２０２ 082-291-1150 082-291-3413

山　口 753-0083 山口市後河原２５ 愛山会ビル２Ｆ 083-932-1858 083-932-1859

徳　島 770-0808 徳島市南前川町４－１４ 船橋設計ビル２F 088-622-8243 088-622-8243

香　川 760-0062 高松市塩上町１０－５ 池商はせ川ビル１１３ 087-837-3668 087-837-3671

愛　媛 790-0003 松山市三番町７－８－１ 山本ビル２Ｆ 089-941-6740 089-941-7361

高　知 780-0072 高知市杉井流９－１１ 088-882-5025 088-882-0837

福　岡 812-0013 福岡市博多区博多駅東２－６－１４ 正和ビル４Ｆ４０２ 092-474-2246 092-474-2312

佐　賀 849-1301 鹿島市常広１３９－２ 0954-62-6315 0954-62-6368

長　崎 854-0072 諫早市永昌町１０－８－２０２ 0957-49-8000 0957-49-8001

熊　本 860-0845 熊本市中央区上通町７－３２ 蚕糸会館３Ｆ 096-356-6323 096-356-6325

大　分 870-0844 大分市大字古国府字内山１３３７－２０ 大分県林業会館４Ｆ 097-540-7177 097-540-7127

宮　崎 880-0802 宮崎市別府町２－１２ 宮崎建友会館３Ｆ 0985-23-5061 0985-23-5129

鹿児島 891-0123 鹿児島市卸本町６－１２ オロシティーホール内 099-260-0615 099-260-0646

沖　縄 901-2131 浦添市牧港５－６－３ 南海建設ビル４Ｆ　 098-879-3744 098-879-3757

本　部 101-0051 千代田区神田神保町３－７－１ ニュー九段ビル９階 03-3221-3661 03-3221-3665

本　支　部　一　覧（2019.4.19現在）
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