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日本認証開催 講習会 

機械安全実務講習会[基本コース]Web 版 開催のお知らせ 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

安全・安心な職場の実現のために、機械安全に関する確かな知識と能⼒を持った人づくりが⼤切です。このため日本
認証では、リスクアセスメント演習を含む機械安全に関する実務的な講習会(会場型)をこれまで⾏ってきました。 
コロナ禍の中、多数ご要望のある⾃宅や職場からインターネット経由で受講できる教育として、機械安全実務講習会
[基本コース] Web版を2020年10月より始めます。 
これから機械安全を学ぼうとする方、セーフティサブアセッサの受験をお考えの方にお勧めしますので、ぜひご活用ください。
従来の会場型講習会も、コロナ感染予防対策を実施した上で開催しております。併せてご検討ください。 
 
講習内容 

機械安全に関する基本的な知識習得、およびリスクアセスメント演習を含む機械安全に関する実務的な講習会 
 
対象 

設計技術者、生産技術者、安全担当者、機械運用者 
 
学習効果と目的 

・機械安全の確かな知識の習得  ・リスクアセスメントレベルの向上 ・セーフティサブアセッサ資格の知識習得 
 
構成 
 3 種類の形式で構成しています。 

形式 講習内容 対象者 
① eラーニング 動画の 

オンデマンド配信 
⾃己学習 
 
約2カ月間 

機械安全  
基本知識の学習 
 

基本となる機械安全の知
識について学習します。 

初めて機械安
全を学ぶ方 

② オンライン講習A オンラインによる 
グループワーク 

リアルタイム
受講 
 
2.5時間 

グループワーク 
による基本知識の 
復習 

グループワークで意⾒交換
をすることで、基本知識の
復習をし、理解を深めま
す。 

基本知識学
習済の方 

③ オンライン講習B 事前演習及び 
オンラインによる 
グループワーク 

リアルタイム
受講 
 
2.5時間 

リスクアセスメント 
演習の反転学習 

各⾃で事前に解いたリスク
アセスメント演習の回答を
持ち寄り、グループワークで
理解を深めます。 

基本知識学
習済の方 

日程・受講料など詳細は次ページ以降にてご確認ください。 
 

ご好評により以下追加開催を決定いたしました。 
【e ラーニング︓2020 年 12 月 21 日~2 月 14 日】 
【オンライン講習 A︓2021 年 1 月 19 日(火)】 
【オンライン講習 B︓2020 年 12 月 24 日(木)】 
【オンライン講習 B︓2021 年 1 月 19 日(火)】 
 



内容詳細 
① eラーニング  
講習内容 機械安全 基本知識の学習 

機械安全の基本知識について、動画のオンデマンド配信を⾒て⾃分のペースで学習します。 
形式 動画のオンデマンド配信 
使用システム etudes 
受講期間 約2カ月 
定員 定員数は定めません。 
受講料 22,000円/税込 
プログラム 17科目 合計約8時間 (詳細は別紙参照) 
備考 テキスト、プレゼンテーションは電子データで提供します。 
 
② オンライン講習A 
講習内容 グループワークによる基本知識の復習 

当日グループワークで、安全への取り組みのきっかけや悩みについて情報共有と意⾒交換を⾏いながら、 
基本知識の理解を深めます。その後、講師講評と質疑応答をリアルタイムで⾏い、疑問を払拭します。 

形式 オンラインによるグループワーク 
使用システム Zoom 
受講期間 指定日、2.5時間/日 
定員 20人/回 (5人×４グループ) 
受講料 11,000円/税込 
プログラム グループワーク2回・講師講評 (詳細は別紙参照) 
備考 機械安全の基本知識を持つ方が対象です。基本知識がない方は受講できません。 

下記を受講するなどして、事前に学習の上お申し込みください。 
・日本認証 機械安全実務講習会[基本コース](会場型1日目、もしくはWeb版eラーニング)  
・日本認証以外の機関(⾃社内、他社)で、機械安全関連講習会 

グループワークでは、お名前とお顔の開示(マイク/ビデオON)での受講となります。 
 

③ オンライン講習B 
講習内容 リスクアセスメント演習の反転学習 

講習会前に各⾃でリスクアセスメント演習をした状態でご参加いただきます。 
当日は各⾃の回答を元にグループワークでまとめ、それに対し講師講評と質疑応答をリアルタイムで⾏い、
リスクアセスメントスキルを高めます。 

形式 事前演習及びオンラインによるグループワーク 
使用システム Zoom 
受講期間 指定日、2.5時間/日 
定員 20人/回 (5人×４グループ) 
受講料 11,000円/税込 
プログラム グループワーク2回・講師講評 (詳細は別紙参照) 
備考 機械安全の基本知識を持つ方が対象です。基本知識がない方は受講できません。 

下記を受講するなどして、事前に学習の上お申し込みください。 
・日本認証 機械安全実務講習会[基本コース](会場型1日目、もしくはWeb版eラーニング)  
・日本認証以外の機関(⾃社内、他社)で、機械安全関連講習会 

グループワークでは、お名前とお顔の開示(マイク/ビデオON)での受講となります。 



申込期間と開催日程 

① eラーニング 
 

 
② オンライン講習A 

開催 
申込期間 

開催日 
受付開始 受付終了 

第1回 

2020年 
9月14日(月)  

9月23日(水) 10月14日(水) 
第2回 10月14日(水) 11月 4日(水) 
第3回 11月19日(木) 12月10日(木) 
第4回 12月16日(水) 1月 6日(水) 
追加 11月13日(⾦) 12月29日(火) 1月19日(火) 
    

③ オンライン講習B 

開催 
申込期間 

開催日 
受付開始 受付終了 

第1回 

2020年 
9月14日(月) 

10月7日(水) 10月28日(水) 
第2回 10月30日(⾦) 11月20日(⾦) 
第3回 12月1日(火) 12月22日(火) 
第4回 12月23日(水) 1月13日(水) 
追加 11月2日(月) 12月3日(木) 12月24日(木) 
追加 11月13日(⾦) 12月29日(火) 1月19日(火) 

 
 
 
● ①②③全て受講いただきますと、従来の会場型 基本コース 1 日目、2 日目総合学習と同等効果が望めます。 
● ①e ラーニング講習は、従来の会場型 基本コース 1 日目と同等の内容です。 
● ③オンライン講習 B は、反転学習形式です。従来の会場型学習方法は、受講で得た知識を持ち帰り、実践で

復習・応用しますが、この講習では事前に演習をし、予備知識を備えた上で受講していただきます。 
● これから機械安全を学ぼうとする方には、①②③の順番で受講してください。 
● すでに基本知識をお持ちの方、①ではなく他機関で⾃己学習された方は、順番に関係なくご受講可能です。 

①②③の内容は各々独⽴していますので、ご希望の講習のみの選択も可能です。 
 
申込方法 
・全てマイページからお申込みください。 お申込みの際は、アカウント登録が必要です。 
・一括でのお申込はできません。 
・受講料お支払いは、クレジットカード、コンビニ支払のみとなります。※銀⾏振込は対応しておりません。 
 
申込キャンセルについて 
・必ずメールにて safety12100@j-cert.com までご連絡お願い致します。電話でのキャンセル受付はできません。 
・キャンセルの連絡日によって以下のキャンセル料が発生します。 
・開催日の 14 日〜8 日前の連絡︓受講料の 50% 
・開催日の 7 日前〜当日の連絡︓受講料の 100％ 
・Web 版講習会 e ラーニングの開催日は受講期間初日とします。 
・返⾦時は、振込⼿数料を差し引いた額をご指定の⼝座に振込致します。 
 
・その他の定期講習会Web版については、2021年度より開催予定です。 
・団体講習会Web版につきましては、別途お問合せください。 

開催 
申込期間 受講期間 

受付開始 受付終了 開始 終了 
第1回 

2020年 
9月14日(月) 

9月28日(月) 10月19日(月) 12月13日(日) 
第2回 10月12日(月) 11月 2日(月) 1月 3日(日) 
第3回 11月16日(月) 12月 7日(月) 1月31日(日) 
追加 11月17日(火) 12月7日(月) 12月21日(月) 2月14日(日) 

タイムスケジュール 【オンライン講習 A︓2021 年 1 月 19 日(火)】のみ時間変更となります。 
通常 13:30〜16:00  →  変更 9:30〜12:00 



プログラム  
 
① eラーニング 

科目 
機械安全知識学習 リスクアセスメント演習 

機械安全の背景 リスクアセスメント家庭の例 
機械安全の概要 リスクアセスメント現場の例 
国際規格と機械安全 危険源 
労働災害と責任 リスクアセスメント実習 
リスクアセスメント リスクアセスメント実践テクニック 
本質的安全設計 リスクアセスメント解説 
安全防護 機械安全を実現するために 
付加保護方策 SSAを受験される方に 
使用上の情報 ― 

 
②  オンライン講習A 

タイムスケジュール 
時間 内容  2021年1月19日(火) 

のみ時間変更 
13:00 開場、Zoom接続  9:00 
13:30 講習開始  9:30 
13:40 グループワーク1(機械安全に取り組むきっかけ)、講評  9:40 
14:40 グループワーク2(機械安全についての疑問)、講評  10:40 
15:30 質疑応答  11:30 
16:00 終了  12:00 

 
③ オンライン講習B 

タイムスケジュール 
時間 内容 

13:00 開場、Zoom接続 
13:30 講習開始 
13:40 グループワーク1(演習回答まとめ1回目)、講評 
15:00 グループワーク2(演習回答まとめ2回目)、講評 
15:20 質疑応答 
16:00 終了 

 
日本認証株式会社 オンライン講習会担当 
〒 532-0004  
⼤阪市淀川区⻄宮原2-7-53 Marutaビル8F 
TEL︓06-4807-3337 FAX︓06-4807-3350 
E-mail: safety12100@j-cert.com 
URL︓http://www.japan-certification.com/ 


