新型コロナウイルス感染症への対応について
国や県から実施中止要請がなされた場合や、会場の施設が休業となった場合には、
「中止」又は「延期」等の可能性がありますので、ご了知ください。
その際には、ホームページ等でご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。

■講習会を受講予定の方へのお願い■
① 当日はマスクの着用・手洗い等の感染症予防対策をお願いいたします。

② 感染が疑われる方、発熱・顕著な咳等の症状がある方は受講をお控え
くださるようお願いいたします。
③ 講習中に上記症状が見られた方には、座席の移動あるいは退席していた
だく場合があります。
④ 講師・係員はマスクをして対応する場合があります。

感染症拡大防止へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

令和3年度 各種講習実施予定
【消防設備士試験事前講習】
令和3年4月15日

更新日：令和3年4月15日

実施日及び受付期間が変更になりました。

受講対象

受講料

受講申請書

提出方法

消防設備士試験（第1・

【会員】 8,000円

受付期間中、講習案内・申請書をダウンロードすること

①受講料を添えて郵送（現金書留）

4・6類）を受験しようと

【一般】 14,000円

ができます。又は、当協会にお電話を頂きますとFAXか

②受講料を事前に振込し、その領収書

する方

（テキスト代込み）

郵送にてお送りいたします。

（写し）を申込書に添付し、郵送

※会員…当協会会員事業所に勤務している方が対象となります。
※試験対策テキストの斡旋をしておりますので、ご希望の方は当協会へお問い合わせください。

実施日
令和3年8月26日（木）

時

間

13:30～16:30

講習科目／受講対象
共通法令

講習会場

第1・4・6類
第1類

令和3年8月27日（金）

09:30～16:30

構造、機能、工事、整備等

受付期間

第4類

青森県観光物産館アスパム
青森市安方1丁目1-40

7/20～8/6

TEL：017-735-5311

第6類

【一般社団法人 青森県消防設備保守協会】

1

令和3年度 各種講習実施予定
【危険物取扱者保安講習】
受講対象

受講申請書の入手及び提出方法

受講料

甲種、乙種及び丙種危険物取扱者免状の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方
1. 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事しており、前回の講習を

以下の配布先に備え付けております。

受講した日以後における最初の４月１日から３年以内の方

【配布先】

2. 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事しており、当該取扱作業

4,700円

に従事する事になった日から１年以内の方

（県収入証紙）

3. 上記2に掲げる方で、当該取扱作業に従事することとなった日前２年以内に免状の交付又は

県内の各消防本部、（一財）消防試験
研究センター青森県支部、青森県消防
保安課、当協会

講習を受けている場合は、それぞれ該当免状の交付又は当該講習を受けた日以後における

【提出方法】

最初の４月１日から３年以内の方

郵送

4. 上記1、2及び3以外の者で、受講を希望する方
※当協会では、免状の再交付及び写真等の書換手続きは行っておりません。左記手続きにつきましては、業務を所管する（一財）消防試験研究センター
青森県支部（TEL:017-722-1902）へお問い合わせください。（「書換・再交付申請書」の用紙は当協会に備え付けております。）

申し込みの際の留意事項
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場毎に定員を設定して実施する予定です。
・各講習会場の受付期間中に申請書を提出してください。
・八戸と青森会場は受付期間が例年よりも早くなっていますのでご留意ください。
・受付期間中であっても、定員になり次第受付を終了する場合があります。
・定員に達した場合は、他の受講会場又は講習区分での受講をお願いすることがあります。
その際は当協会から連絡いたしますので、ご了解願います。
実施日

時

間

09:30～12:30

講習区分
給油取扱所

定

員

120

令和3年6月15日（火）

令和3年6月23日（水）

13:30～16:30

一

般

120

13:30～16:30

石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ

40

09:30～12:30

給油取扱所

90

令和3年6月24日（木）

令和3年7月7日（水）
令和3年7月8日（木）
令和3年7月26日（月）
令和3年7月27日（火）

令和3年8月19日（木）

令和3年8月20日（金）

令和3年9月1日（水）
令和3年9月2日（木）

13:30～16:30

一

般

90

13:30～16:30

一

般①

80

09:30～12:30

給油取扱所

180

13:30～16:30

一

般②

180

13:30～16:30

一

般①

140

09:30～12:30

給油取扱所

140

13:30～16:30

一

般②

140

09:30～12:30

給油取扱所

170

13:30～16:30

一

般①

170

09:30～12:30

石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ

100

13:30～16:30

一

般②

100

09:30～12:30

給油取扱所

160

13:30～16:30

一

般

160

09:30～12:30

石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ

160

講習会場

受付期間

プラザマリュウ五所川原
五所川原市雛田181-2

TEL：0173-33-5001

尾駮コミュニティーセンター
六ヶ所村大字尾駮字野附1161-1

TEL：0175-72-2361

むつグランドホテル
むつ市大字田名部字下道4

TEL：0175-22-2331

弘前パークホテル
弘前市土手町126

TEL：0172-31-0089

きざん三沢
三沢市堀口17-128

TEL：0176-54-3111

グランドサンピア八戸
八戸市東白山台1-1-1

TEL：0178-23-5151

アップルパレス青森
青森市本町5丁目1-5

TEL：017-723-5600

【一般社団法人 青森県消防設備保守協会】

5/20～5/31

5/24～6/3

5/24～6/7

5/27～6/7

6/21～7/6

6/21～7/6

5/27～6/7
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令和3年度 各種講習実施予定
【消防設備士講習】
受講対象

受講申請書の入手及び提出方法

受講料

【受講申請書】
1. 消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内の方

受付期間中、以下の配布先に備え付けております。

2. 上記1の講習を受けた日及び前回受講した日以後における最初の4月1日から

県内の各消防本部、（一財）消防試験研究センター青

7,000円

5年以内の方

森県支部、青森県消防保安課、当協会

（県収入証紙）

3. 上記1、2以外の受講義務のある方

【提出方法】
郵送

※当協会では、免状の再交付及び写真等の書換手続きは行っておりません。左記手続きにつきましては、業務を所管する（一財）消防試験研究センター
青森県支部（TEL:017-722-1902）へお問い合わせください。（「書換・再交付申請書」の用紙は当協会に備え付けております。）

申し込みの際の留意事項
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場毎に定員を設定して実施する予定です。
・各講習会場の受付期間中に申請書を提出してください。
・受付期間中であっても、定員になり次第受付を終了する場合があります。
・定員に達した場合は、他の受講会場での受講をお願いすることがあります。
その際は当協会から連絡いたしますので、ご了解願います。
実施日

時

令和3年10月20日（水）
令和3年10月21日（木）

講習区分

間

定

消火設備（第1・2・3類)
09:00～17:00 警報設備（第4・7類）

160

避難設備・消火器（第5・6類）

160

令和3年11月16日（火）

消火設備（第1・2・3類)

100

09:00～17:00 警報設備（第4・7類）

令和3年11月18日（木）

100

避難設備・消火器（第5・6類）

受付期間

160

令和3年10月22日（金）

令和3年11月17日（水）

講習会場

員

アップルパレス青森
青森市本町5丁目1-5 TEL：017-723-5600

グランドサンピア八戸
八戸市東白山台1-1-1 TEL：0178-23-5151

9/13～9/27

9/24～10/7

100

【消防設備点検資格者講習（資格取得）】
受講対象

受講料 ※

消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条6の規定
に基づく消防設備点検資格を取得しようとする方

各種
32,300円

受講申請書（講習の手引き）

提出方法

当協会に備え付けてあります。また、（一財）日本消防
設備安全センターHPよりダウンロード可能です。

郵

送

http://www.fesc.or.jp

※科目免除時間が4時間に該当する場合の受講料は、30,300円となります。

種別
第1種

実施日

時

間

令和3年10月5日（火）～7日（木）
09:00～17:00

第2種

令和3年10月12日（火）～14日（木）

講習会場

青森県観光物産館アスパム
青森市安方1丁目1-40

TEL：017-735-5311

【一般社団法人 青森県消防設備保守協会】

受付期間

8/18～8/30
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令和3年度 各種講習実施予定
【消防設備点検資格者再講習】
受講対象

受講申請書（受講案内）

受講料

提出方法

受講該当者に（一財）日本消防設備安全センターから
消防設備点検資格者免状の交付を受けた日以後における
最初の4月1日から5年以内の方

直接送付される受講申請書をご使用ください。

各種
9,910円

※住所変更された方は、受講申請書が不達になりますの

郵

送

で、その旨同センター（TEL: 03-5422-1593）へご連
絡ください。

種別

実施日

第1種

令和3年11月29日（月）

時

講習会場

間

アップルパレス青森

09:00～17:00

青森市本町5丁目1-5

令和3年11月30日（火）

第2種

受付期間

【甲種防火管理新規講習】
令和3年3月18日

9/22～10/5

TEL：017-723-5600

更新日：令和3年3月18日

第２回開催分の日程が変更になりました。

受講対象

申込方法

受講料

※2

申込方法は「インターネット」又は「FAX」での申込となります。
（1）インターネットでの申込
（一財）日本防火・防災協会HPからのお手続となります。
同協会トップページの上段メニューから「防火・防災管理講習」をクリックしてください。
「講習会」内の「講習ページ」をクリックしてください。
「１．講習会情報 検索・申込」をクリックし、「実施年月」や「講習種別」等の情報を選択
して、「検索実行」をクリックしてください。
甲種防火管理者として選任されることが
できる資格を取得しようとする方

同画面下に検索結果が表示されますので、ご希望の講習会番号をクリックし、申込手続にお進み

8,000円

ください。

※1

【（一財）日本防火・防災協会HP】
〈トップページ〉https://www.n-bouka.or.jp/
〈防火・防災管理講習ページ〉https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html
（2）FAXでの申込
申込用紙を当協会又は県内各消防本部で入手してください。
申請書に必要事項を記入し、（一財）日本防火・防災協会へFAX送信してください。
（ 03-6274-6977 又は 03-6812-7140 ）

※1 受講料の支払方法は申込方法によって異なります。（クレジットカード決済又はコンビニ支払となります。）
※2 申込方法や支払方法等の詳細内容につきましては、（一財）日本防火・防災協会HP（https://www.n-bouka.or.jp/）からご確認ください。
なお、修了証の再交付につきましても、同協会からお手続きいただけます。
（詳細ページ：https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_redeliver.html）

実施日
第1回

時

間

令和3年6月10日（木）～11日（金）
09:00～16:30

第2回

令和3年9月13日（月）～14日（火）

講習会場

アピオあおもり
青森市中央3丁目17-1 TEL：017-732-1010

【一般社団法人 青森県消防設備保守協会】

受付期間

4/14～4/21
8/3～8/10
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