
受付、オリエンテーション 8:30 受付（4F）

若松訓練施設へ移動 8:45 移動車

講義：関連法規/リスクとハザード/脊柱の構造と姿勢/リフト作業
の計画/リスク管理とリフティング・テクニック/行動の安全

9:05

実技：シナリオに基づいた演習 11:35

まとめ・評価 12:35

昼食 12:50 休憩室

講義：関連法規/火災の燃焼と延焼/消火/防火 13:35 若松講義室

実技：風力発電設備における消火器具類 15:15

実技：シナリオ訓練 15:35

まとめ・評価 17:05 若松講義室

サインアウト、戸畑へ移動 17:20 移動車

戸畑到着、解散 17:40 戸畑駐車場

若松講義室

消火訓練場

マニュアル
ハンドリング

消火と防火

GWO BST 基本時間割

1日目 実施項目 開始時間 場所



受付 8:30 受付（4F）

若松訓練施設へ移動 8:35 移動車

講義：ワークショップ「リスクとハザード」/関連法規/ハーネス/フォール
アレストシステム/フォールアレストランヤードと作業ロープ

8:55 若松講義室

昼食 12:10 休憩室

講義：緊急対応手順/まとめ 12:55

講義：高所作業の基本技術 14:30

実技：安全な行動 15:30
高所作業
訓練棟

サインアウト、戸畑へ移動 17:00 移動車

戸畑到着、解散 17:20 戸畑駐車場

受付 8:30 受付（4F）

若松訓練施設へ移動 8:35 移動車

講義：ＰＰＥの確認、サスペンショントラウマ、救助装置、まとめ 8:55 若松講義室

実技：サスペンショントラウマ 9:35

実技：救助演習1 9:55

昼食 11:55 休憩室

実技：救助演習2 12:40

実技：救助演習（シナリオ訓練） 14:30

まとめ・評価 16:20 若松講義室

サインアウト、戸畑へ移動 16:35 移動車

戸畑到着、解散 17:00 戸畑駐車場

高所作業

高所作業
訓練棟

高所作業
訓練棟

高所作業

若松講義室

3日目 実施項目 開始時間 場所

2日目 実施項目 開始時間 場所



受付 8:30 受付（4F）

講義：関連法規/生体構造/インシデントの管理 8:35 戸畑講義室C

実技：一般応急処置 11:15 戸畑講義室B

昼食 12:15 休憩室

実技：救命処置（Ａ－Ｂ－Ｃ） 13:00

実技：AED 16:20

サインアウト、解散 18:00 受付

受付 8:30 受付（4F）

実技：シナリオに基づいた訓練1 8:35

実技：シナリオに基づいた訓練2 10:55

まとめ・評価 13:15 戸畑講義室C

昼食 13:30 休憩室

講義：関連法規/安全な移乗/救命設備と個人保護具/SAR&GMDSS/船
舶と浮力発電設備/暴露・低体温症と溺れ水/落水者救助/まとめ

14:15 戸畑講義室C

サインアウト、解散 18:00 受付

応急処置

シー
サバイバル

戸畑講義室B

応急処置

戸畑講義室B

5日目 実施項目 開始時間 場所

4日目 実施項目 開始時間 場所



受付 8:30 受付（4F）

移乗実技① 8:35

移乗実技② 10:35

昼食 12:25 休憩室

シーサバイバル実技① 13:20

シーサバイバル実技② 15:20

まとめ･評価・修了式 17:10 戸畑講義室C

サインアウト、解散 17:30 受付

訓練棟

シー
サバイバル

訓練棟

※注：時間割は、天候などの状況により入替が発生する場合がございます。
終了時刻は目安ですので、訓練進行状況により前後致します。

お帰りのご計画は十分に余裕をもって行ってください。
BST４モジュールの場合は、応急処置１日目の一部を２日目に繰越しますので

５日目の訓練は午後までとなります。

6日目 実施項目 開始時間 場所



受付、オリエンテーション 8:30 受付（4F）

若松訓練施設へ移動 8:45 移動車

講義：法規/リスクとハザード/行動の安全/脊柱の構造と姿勢/リ
フト作業の計画

9:05

実技：ｼﾅﾘｵに基づいた訓練 10:35

まとめ・評価 12:35

昼食 12:50 休憩室

講義：法規/火災の燃焼と延焼/消火/防火 13:35 若松講義室

実技：PASSと消火器の特徴/取扱い 15:05

実技：演習およびシナリオに基づいた訓練 16:00

まとめ・評価 16:55 若松講義室

サインアウト、戸畑へ移動 17:10 移動車

戸畑到着、解散 17:30 戸畑駐車場

マニュアル
ハンドリング

若松講義室

消火と防火

消火訓練場

GWO　BSTR　基本時間割

1日目 実施項目 開始時間 場所



受付 8:30 受付（4F）

若松訓練施設へ移動 8:35 移動車

知識の復習 8:55

作業安全講義 9:45

実技の復習 10:45
高所作業
訓練棟

昼食 11:55 休憩室

実技演習1 12:35

実技演習2 14:40

まとめ・評価 16:40 若松講義室

サインアウト、戸畑へ移動 16:55 移動車

戸畑到着、解散 17:15 戸畑駐車場

受付 8:30 受付（4F）

講義：法規/リスクとハザード/生体構造 8:35

講義：救命処置A-B-C 10:30

昼食 11:30 休憩室

テーマ 12:30

シナリオに基づいた訓練 14:40

まとめ・評価 16:40 戸畑講義室C

サインアウト、解散 16:55 受付

高所作業

高所作業
訓練棟

若松講義室

戸畑講義室C

戸畑講義室B

高所作業

3日目 実施項目 開始時間 場所

2日目 実施項目 開始時間 場所



受付 8:30 受付（4F）

講義：救命設備と個人用保護具/暴露、低体温症と溺水 8:35 戸畑講義室C

実技：移乗 9:05 訓練棟

昼食 12:45 休憩室

実技：シーサバイバル演習 13:35 訓練棟

まとめ・評価・修了証授与 16:50 戸畑講義室C

サインアウト、解散 17:20 受付

※注：時間割は、天候などの状況により入替が発生する場合がございます。
終了時刻は目安ですので、訓練進行状況により前後致します。

お帰りのご計画は十分に余裕をもって行ってください。

シー
サバイバル

4日目 実施項目 開始時間 場所




