
 

１ 受講対象者（この講習にお申込みが出来る方は、次のどちらかの要件を満たす方です。）

（1） 福岡市内に居住されている方

（2） 福岡市内の防火対象物で防災管理者に選任される予定の方

２ 申込方法 

＜インターネットでのお申込み＞※「消防署窓口でお申込み」の方は次のページへ 

ご利用はコチラから→

（スマートフォンもＯＫ）

※ 受付開始直後から数時間は、申込みが集中し、ネット回線が重くなる場合があります。

ご了承ください。 

（問い合せ先：福岡市民防災センター講習係 092-847-5990） 

３ 講習日程及び申込期間 
※ 申込期間内でも定員に達し次第、締め切りとなります。なお、昨年度は、コロナ禍での定員制

限により、申込開始後、数日で定員に達する日程がありました。引き続き、申込みが集中する

ことが予測されます。予めご了承下さい。

※ 感染症拡大状況に応じて、定員数を変更する予定です。

※受付開始時間 AM9：00～(消防署窓口は AM8：45～)

４ 講習会場 
福岡市民防災センター（福岡市早良区百道浜１丁目３番３号）※Google マップが開きます。 
※ 会場には、受講者用の駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。

５ 受講料 
３,０００円 （非課税） 
※ 受講当日現金でのお支払いとなります。釣銭が無いようご協力下さい。
※ お支払い後の受講料の返金は出来ませんので、予めご了承下さい。

６ 講習時間 
１０時００分 ～ １５時５０分（受付時間：９時 15 分～9 時 55 分） 
※ 遅刻された場合は、講習を受講できませんので、予めご了承下さい。
※ 開場時間は ９時１５分です

７ 講習に関する留意事項 
４ページ・５ページの防災管理新規講習の手引きを必ずお読み下さい。 

回 講習日 定員 申込期間 

１ ６月１６日（水） 
各回 

100 名 
～ 

150 名 
程度 

４月 ５日(月) ～ ５月２６日(水) 

２ ９月１５日（水） ７月 ５日(月) ～ ８月２５日(水) 

３ １１月２５日（木） ９月１３日(月) ～１１月 ２日(火) 

４ (令和４年)３月 ９日（水） １２月２０日(月) ～ ２月１６日(水)

まず、先に甲種防火管理新規講習を受講されることをお勧めいたします。
この「講習」は、「防火管理者の講習修了者を対象とした講習」となりますので、防火管理新規講習を

受けていないと講習内容が分からない部分がどうしても出てきます。 

なお、福岡市消防局では「防火・防災管理新規講習」は、実施しておりません。 

令和３年度 防災管理新規講習案内 
《 福岡市消防局 》 

QR コード 
カメラ読み取りでも申込めます。

スマートフォンからもＯＫ

原則、「インターネット」からお申込みください。 
※インターネット環境をお持ちでない方のみ、「消防署窓口」でお申込みください。「消防署窓口」での申込方法は、

次のページをご確認ください。

インターネットで申込む
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８ 講習事項の一部受講免除の申請について 
(1) 自衛消防業務講習（新規講習及び追加講習）を受講し、修了証の交付を受けた方は、講習科目の

一部受講が免除できます。
なお、受講を免除される科目や時間等については、下記の「９ 講習内容」でご確認下さい。

(2) 申請方法
免除申請は、各消防署の窓口で、申込まれる際に合わせて行ってください。
（インターネット申込では免除申請できません。また、免除申請書のみでの申請はできません。）

申請には、次のものが必要です。
① 講習受講申込書
② 講習事項の免除申請書
③ 修了証（写しでも可）

なお、申請後、免除を受けることができる方には、「受講票」と併せて「免除通知書」をお渡し
しますので、受講当日の受付時に必ず提出して下さい。 
※ 免除通知書を受けた方でも、免除される講習を受講することはできます。
※ 講習終了後に行う効果測定を免除するものではありません。

９ 講習内容 

  9:15 ～    9:55 受付

オリエンテーション

防災管理の重要性・防災管理制度
11:30 ～ 12:30 昼食

12:30 ～ 13:30 施設設備の維持管理

13:30 ～ 14:30 防災管理上の教育と訓練

14:30 ～ 15:50
防災管理の進め方と消防計画の作成要領
効果測定・修了証交付

10:０0 ～ 11:３0

（問い合せ先：福岡市民防災センター講習係 092-847-5990） 

１０ その他 

「感染症の拡大」及び「気象状況」等により講習を中止する場合があります。なお、中止の場合、別日

程への振替や申込書等の返却はできませんので、改めて申込みをお願いします。また、講習をキャンセル

される場合も、同様の取扱いとさせていただきます。 

～消防署窓口での申込方法～※インターネット環境がある方は、原則インターネットからお申込みください。 

＜福岡市内の消防署（予防課）窓口でのお申込み(電話での申込はできません。)＞ 

①「講習受講申込書」に必要事項を楷書で記載し、申込期間内に持参して下さい。
（代理の方でも申込できます。委任状は不要です。）

申込書の印刷はコチラから→
※申込書は消防署窓口にも置いてあります。写真のみご用意いただければ窓口で直接申込めます。

②「受講者の顔写真」を申込書に貼付■上半身のみ無帽■カラー写真■縦３㎝×横 2.5 ㎝

※証明写真でなくても構いません。写真の裏に氏名を記入してください。

東消防署 092-683-0119 城南消防署 092-863-8119

博多消防署  092-475-0119 早良消防署  092-821-0245

中央消防署  092-762-0119 西消防署   092-806-0642

南消防署   092-541-0219 各署の所在地はこちらから 

【講習事項の一部受講免除を受ける方】 

※ 免除される時間は 10 時 00 分から

11 時 30 分までです。

※ 免除を受ける方は、

12 時 10 分から 12 時 25 分までに、

福岡市民防災センター２階事務室へ、

「受講票」と「免除通知書」を 

提出して受付を行ってください。 

受講申込書 

※定員に達し、締め切りの場合があります。必ず、来署前に下記連絡先へ受付状況を確認してください。 
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https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/bousai_suishin/koci/kousyujikounoitibumenjosinnseisyo.html
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https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/bousai_suishin/koci/kousyujukoumousikomisyo.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/bousai_suishin/koci/kousyujukoumousikomisyo.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/bousai_suishin/koci/kousyujukoumousikomisyo.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/bousai_suishin/koci/kousyujukoumousikomisyo.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/bousai_suishin/koci/kousyujukoumousikomisyo.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/bousai_suishin/koci/kousyujukoumousikomisyo.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/bousai_suishin/koci/kousyujukoumousikomisyo.html
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感染予防対策へのご協力をお願いします
新型コロナウイルス感染拡大防止のため，次のことへのご協力をお願いします。

① 講習会場でのマスクの着用、
手洗い、手指消毒等

のご協力をお願いします。

② 講習日当日に

体温の測定，症状の有無を確認して下さい。

【注意】体調が悪い方，37.5℃以上の発熱がある方は，受講をお控えください。

※ 講習会場にて，体温を測定させていただきます。
発熱が確認された場合は，受講をご遠慮ください。

受講生の皆さまに安心して講習を受けていただくために，
◆ 受講生同士の座席間隔を確保
◆ 定期的な室内換気や施設消毒作業
◆ 会場入口での体温計測
◆ オゾン発生装置を設置し，ウイルス除去
◆ 手指消毒用アルコール設置

など，様々な対策を行っています。
会場内で行う対策へのご理解，ご協力をよろしくお願いします。

【お問い合わせ先】平日９時～17時

福岡市消防局 予防部防災センター 講習係 092-847-5990

※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況次第で，講習を中止とする場合があります。
その場合，別日程の振替や申込書等の返却はできませんので，改めて申込みをお願いします。

【講習会場で行う対策について】

３/５



 
 
福岡市民防災センター ３階講習室 

福岡市早良区百道浜１丁目３番３号   TEL 092-847-5990(平日のみ) 

 
９時１５分～９時５５分（厳守）※遅刻した場合は受講できません。ご了承ください。 
 
□ 受講票（インターネット申込みの方は不要です） 
□ 受講料 3,000 円（非課税、テキスト代を含みます。釣銭がないようご協力ください。） 
□ 写真（インターネット申込みの方のみ。※写真の裏に氏名を記入してください。） 

※概ね縦 3ｃｍ×横 2.5ｃｍ。カラー写真。※証明写真でなくても構いません。 

□ 筆記用具 ■免除通知書(一部免除申請した方のみ) 
 
① 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえて、講習を中止する場合があります。   

中止となった場合は、福岡市消防局ホームページ上に掲載すると共に個別にご連絡します。 
なお、別日程への振替は出来ませんので、改めて申込みをお願いします。 

②  講習のカリキュラム内容を、感染予防対策のため、一部変更する場合があります。 

 

① 講習会場には講習受講者のための駐車場がありません。 

  公共交通機関でご来場ください。（※自転車、バイク等二輪車の乗り入れは可） 

②  車で来場される場合は、付近の有料駐車場（利用者様ご負担）をご利用ください。 

          ただし、有料駐車場は満車となる場合が多いため、早めに来られることをお勧めして

います。他にもドームのイベントにより特別料金が設定されている場合があるため、

事前に確認されることをお勧めします。 

(駐車料金の問い合わせ等について、福岡市民防災センターではお答えできかねます。ご了承ください。) 

また、隣のホテル、スーパーマーケット、福岡市博物館には駐車されないようお願いします。 

③ 講習当日の座席は、全席指定になっています。 

④ 昼食は各自でご用意ください。会場近隣には昼食を取れるところが少ないです。 

  （※講習室内は飲食可能です。） 

⑤ 会場はエアコンをいれておりますが、受講者の皆様においても、暑さ、寒さを調整できる

ような準備をお願いします。（ひざ掛け、上着を持参する等） 

⑥ 一旦お支払いいただいた受講料は、お支払い後の返金はできません。 

⑦ 途中退席された場合は、講習を修了したものと認められません。 

⑧ 講習中の迷惑行為（講習と関係のない携帯電話の使用や居眠りなど）が見られる方は、講

習修了と認められない場合があります。 

⑨  体調に不安等がある方は事前に職員へお申し出いただき無理のない受講をしてください。 

⑩ 気象状況等により講習を中止する場合があります。なお、中止の場合、別日程への振替や

申込書等の返却はできませんので、改めて申込みをお願いします。 

⑪ 遅刻、欠席又はキャンセル等については、TEL092-847-5990 までご連絡ください。 

 
 

 
 
 
 
 
 

９：１５～ ９：５５ 受付 

１０：００～１１：３０ 
オリエンテーション 

防災管理の重要性・防災管理制度 

１１：３０～１２：３０ 昼食（科目免除者受付 １２：１０～１２：２５） 

１２：３０～１３：３０ 施設及び設備の維持管理 

１３：３０～１４：３０ 防災管理上の教育と訓練 

１４：３０～１５：３０ 防災管理の進め方と消防計画の作成要領 

１５：３０～１５：５０ 効果測定・修了証交付 

留意事項 

時間割 

当日持参する物 

大切な 

お知らせ 

講習会場 

受付時間 

令和３年度  防災管理新規講習の手引 

～申込み完了した方へ～ 
４/５ 



 
◆ 地下鉄の場合 

路線 降車駅 駅から 

福岡市営地下鉄空港線 西新駅 １番出口から北へ 徒歩で約 15 分 

 

◆ 路線バスの場合（※渋滞などで到着が遅れる場合があります。） 

乗り場 行先（系統番号） 降車バス停 バス停から 

博多バスターミナル１階５番 能古渡船場/藤崎行き （３１２番） 
医師会館・ 

ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前 
約７分 

博多バスターミナル１階６番 
福岡タワー（ＴＮＣ放送会館）/藤崎行き 

（３０６番） 

医師会館・ 

ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前 
約７分 

博多駅前 Ａ番（博多口） 

能古渡船場/ 福岡タワー（ＴＮＣ放送会館）行き 

（３０２番、３０５番） 

医師会館・ 

ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前 
約７分 

能古渡船場行き    （３００番、３０１番） 西南中高前 約５分 

天神高速バスターミナル前         

  （１Ａ乗り場）         

 ※西鉄天神福岡駅前 

福岡タワー（ＴＮＣ放送会館）/藤崎行き 

 （Ｗ１番、Ｗ２番） 
医師会館・ 

ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前 
約７分 

能古渡船場行き （３０２番） 

能古渡船場行き （３００番、３０１番） 西南中高前 約５分 

藤崎バスターミナル１番 
大橋駅/博多駅行き （Ｗ１、３０６番） 医師会館・ 

ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前 
約７分 

医療センター構内（１、１-５、２-９） 

 

＜会場：福岡市民防災センターへのアクセス＞ ５/５ 


	R３　04防災管理新規講習案内
	コロナ対策チラシ 5P
	スライド番号 1

	R3　04防災管理新規講習手引き



