平成 30 年度

防災管理新規講習案内
《

１

》

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ので，予めご了承下さい。
回

２

福岡市消防局

講習日

定員

１

６月

１日(金)

２

８月

３日(金)

３

２月

５日(火)

申込期間
４月 ２日(月)～ ５月１１日(金)
５月１４日(月)～ ７月１３日(金)

170 名

１１月 ５日(月)～ １月１６日(水)

申込方法

（１）福岡市内の消防署（予防課）窓口でのお申込み
「講習受講申込書」 に必要事項を楷書で記載し，受講者の顔写真（上半身のみで無帽
縦３㎝×横 2.5 ㎝）を貼付し，申込期間内に持参して下さい。
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

（平成 30 年 3 月 31 日までは 092-524-1501）

南消防署

092-541-0219

各署の所在地はこちらから

（２）福岡市インターネット手続きサービスによるお申込み
福岡市インターネット手続きサービスを利用できる方は，次のどちらかの要件を満たす方です。
① 福岡市内に居住している方
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
福岡市インターネット手続きサービスのご利用はこちらから
（問い合せ先：福岡市民防災センター講習係 092-847-5990）
【注意】
防災管理新規講習につきましては，甲種防火管理新規講習を修了されていない方でも受講する
ことは可能ですが，講習内容の理解をより深めていただくためにも，甲種防火管理新規講習を受
講された後に，防災管理新規講習を受講されることをお勧めいたします。

３

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）
※ 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。

４

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

５

受講料
３,０００円 （非課税）
※ お支払いは受講当日となります。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）

７ 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「８ 講習内容」でご確認下さい。
（２）申請方法
受講の申し込みと併せて行って下さい。
（※ 免除申請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 修了証の写し
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。
８

講習内容
9:15 ～

9:55 受講受付
オリエンテーション
10:０0 ～ 11:３0

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
防災管理の進め方と消防計画の作成要領

14:30 ～ 15:50 効果測定・修了証交付

※免除される時間は 10 時 00 分から
11 時 30 分です。免除を受ける方の受付
時間は 12 時 10 分から 12 時 25 分までで
す。
※福岡市民防災センター２階事務室に，
「受講票」と「免除通知書」を提出して
受付を行ってください。
※受講受付後，ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝを行います。

（問い合せ先：福岡市民防災センター講習係 092-847-5990）
９

その他
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，別日程への振り替えや
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。

平成３０年度
講習会場

講習手数料
受付時間

当日持参する物

福岡市民防災センター

防災管理新規講習の手引
３階講習室

福岡市早良区百道浜１丁目３番３号

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。）
９時１５分～９時５５分
□ 受講票

□ 受講手数料

□ 筆記用具

□インターネット申込の方は，写真を貼付した受講申込書
□科目免除申請者は，科目免除通知書

留意事項

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。

公共交通機関にて来館してください。（※自転車，バイク等二輪車の乗り入れは可）
②

車で来館される場合は，付近の有料駐車場（利用者様ご負担）をご利用ください。
（※北隣のホテル，南隣のスーパーマーケット，福岡市博物館には駐車しないで下さい。
）

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

会場は時期により冷暖房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

受講手数料は，お支払い後の返金はできません。

⑦

遅刻及び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（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

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，別日程への振り替え
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。

時間割

９：１５～ ９：５５
１０：００～１１：３０

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（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

交通案内
◇ 市営地下鉄の場合 ～ 西新駅１番出口から北へ，徒歩約１５分
◇ 路線バスの場合
乗 り 場

博多バスターミナル１階５番
博多バスターミナル１階６番

行き先

（系統番号）

降車バス停

医師会館・

能古渡船場/藤崎行き （３１２番）

ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前

福岡タワー（ＴＮＣ放送会館）/藤崎行き

医師会館・
（３０６番）

能古渡船場/ 福岡タワー（ＴＮＣ放送会館）行き
博多駅前 Ａ番（博多口）

（３０２番，３０５番）
能古渡船場行き

天神バスセンター前
（１Ａ乗り場）
※西鉄天神福岡駅前
藤崎バスターミナル１番

（３００番，３０１番）

福岡タワー（ＴＮＣ放送会館）/藤崎行き （Ｗ１番，Ｗ２番）

能古渡船場行き （３０２番）

ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前
医師会館・
ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前
西南中高前
医師会館・
ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前

能古渡船場行き （３００番，３０１番）

西南中高前

大橋駅/博多駅行き （Ｗ１，３０６番）

医師会館・

医療センター構内（１，１-５，２-９）

ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ前

ﾊﾞｽ停から
約７分

約７分

約７分
約５分
約７分
約５分
約７分

案内図

お問合せ先

講習に関する問合せ先（平日9：00～17：30まで）
福岡市民防災センター
℡０９２－８４７－５９９０ （福岡市早良区百道浜１丁目３番３号)

