
令和5年度セミナー・講習会等の開催予定日のご案内

◆　令和5年度における講習会・セミナー等の開催予定は下表のとおりです。

名称 開催時期 申込開始日（予定）

危険物保安技術講習会 令和5年8月1日（火）～ 9月30日（土）

危険物基礎研修※1

①令和5年4月28日（金）～ 令和5年6月10日（土）
②令和5年5月25日（木）～ 令和5年7月10日（月）
③令和5年6月25日（日） ～ 令和5年8月10日（木）
④令和5年8月25日（金）～ 令和5年10月10日（火）
⑤令和5年10月25日（水）～ 令和5年12月10日（日）
⑥令和5年12月25日（月）～ 令和6年2月10日（土）
⑦令和6年2月25日（日）～ 令和6年3月31日（日）

①令和5年4月10日（月）
②令和5年4月10日（月）
③令和5年4月10日（月）
④令和5年6月1日（木）
⑤令和5年8月1日（火）
⑥令和5年10月2日（月）
⑦令和5年12月1日（金）

（1日目）
危険物保安技術協会
東京都港区虎ノ門4-3-13

ヒューリック神谷町ビル1F

（2日目）
海上災害防止センター

神奈川県横須賀市新港町13番
地

令和6年2月頃 令和5年12月1日（金）

令和6年3月頃 令和6年1月8日（月）

令和5年11月頃 令和5年9月1日（金）

令和5年12月頃 令和5年10月2日（月）

令和6年1月頃～1ヶ月間 令和5年11月1日（水）

コーティング上からタンク底部の
板厚を測定する測定者に対する講習
会

令和6年2月（初）、(再） 令和5年12月1日（金）

・初めて受講する方対象 (初)

・再講習 (再)

屋外貯蔵タンクの
コーティング管理技術者講習会

令和5年12月（初）、（再） 令和5年10月2日（月）

・初めて受講する方対象 (初)
・再講習 (再)

地下貯蔵タンクの砕石基礎に関する

施工管理者研修会 
※2 随時 随時

保安・防災対策に関する研修  ※2 随時 随時

※1　eラーニングのみの開催です。
※2　出前出張研修のみの開催です。

ご希望の開催地

ご希望の開催地

申込開始時間は全会場、午前10時を予定しています

開催場所

web配信

eラーニング

WEB配信

科学技術館
サイエンスホール

東京都千代田区北の丸公園2-1

大阪科学技術センター
大阪市西区靱本町1丁目8-4

科学技術館
サイエンスホール

東京都千代田区北の丸公園2-1

大阪科学技術センター
大阪市西区靱本町1丁目8-4

危険物保安技術協会
東京都港区虎ノ門4-3-13

ヒューリック神谷町ビル1F

エル・おおさか
大阪市中央区北浜東3-14

危険物保安技術協会
東京都港区虎ノ門4-3-13

ヒューリック神谷町ビル1F

令和6年1月（初）、（再） 令和5年11月1日（水）

屋外タンク実務担当者講習会 

大阪科学技術センター
大阪市西区靱本町1丁目8-4

危険物施設総合研修訓練 令和5年11月16日（木）～ 17日（金） 令和5年9月1日（金）

危険物事故事例セミナー

令和6年2月（初）、(再） 令和5年12月1日（金）



申込開始時間は全会場、午前10時を予定しています

苫小牧 副防災管理者研修会 令和5年9月29日（金） 令和5年7月3日（月）
【会場変更】

苫小牧文化交流センター
苫小牧市本町1-6-1

令和5年6月22日（木） 令和5年5月10日（水）

令和5年10月26日（木） 令和5年8月1日（火）

令和5年11月9日（木） 令和5年9月1日（金）

令和6年2月20日（火） 令和5年12月1日（金）

令和5年6月23日（金） 令和5年5月10日（水）

令和5年8月24日（木） 令和5年6月1日（木）

令和5年10月12日（木） 令和5年8月1日（火）

令和5年10月27日（金） 令和5年8月1日（火）

令和5年11月10日（金） 令和5年9月1日（金）

令和6年2月21日（水） 令和5年12月1日（金）

令和6年2月22日（木） 令和5年12月1日（金）

令和5年8月25日（金） 令和5年6月1日（木）

令和5年10月13日（金） 令和5年8月1日（火）

防災管理者研修会 令和5年7月20日（木） 令和5年5月10日（水）

令和5年7月21日（金） 令和5年5月10日（水）

令和5年9月14日（木） 令和5年7月3日（月）

再研修会 令和5年9月15日（金） 令和5年7月3日（月）

防災管理者研修会 令和5年12月12日（火）

副防災管理者研修会 令和5年12月13日（水）

防災管理者研修会 令和5年11月20日（月） 令和5年9月1日（金）

令和5年11月21日（火） 令和5年9月1日（金）

令和6年1月25日（木） 令和5年11月1日（水）

再研修会 令和6年1月26日（金） 令和5年11月1日（水）

副防災管理者研修会 令和5年8月1日（火）

再研修会 令和5年8月2日（水）

防災管理者研修会 令和5年7月4日（火）

副防災管理者研修会 令和5年7月5日（水）

防災、副防災、再研修会も
従来通り開催します

随時 随時 ご希望の開催地

災害対策本部企画運営
緊急記者会見訓練

随時 随時 ご希望の開催地

防災管理者、副防災管理者研修会及び再研修会
災害対策本部企画運営、緊急記者会見訓練

開催場所

北九州

申込開始日（予定）

ホテルサンルート徳山
周南市築港町8-33

令和5年6月1日（木）

会場 研修会の区別 開催年月日

防災管理者研修会

副防災管理者研修会

再研修会

名古屋

岡山

危険物保安技術協会
東京都港区虎ノ門4-3-13

ヒューリック神谷町ビル１F
東京

出前出張
研修会

令和5年5月10日（水）  毎日西部会館＿＿
北九州市小倉北区紺屋町 13-1

周南

大阪  大阪科学技術センター
大阪市西区靱本町1-8-4

 ピュアリティまきび
　岡山市北区下石井2-6-1

 ＡＰ名古屋
　名古屋市中村区名駅4-10-25

　名駅ＩＭＡＩビル
令和5年10月2日（月）

副防災管理者研修会

副防災管理者研修会



屋外タンク貯蔵所の泡消火設備の一体的な点検に係る講習会
　　　　

申込開始時間は全会場、午前10時を予定しています

会 場 申込開始日（予定） 開催場所

令和5年7月25日（火） 終日

令和5年7月26日（水） 終日

令和5年7月27日（木） 終日

令和5年7月28日（金） 終日

会 場 申込開始日（予定） 開催場所

令和5年9月5日（火） 午前

令和5年9月5日（火） 午後

令和5年8月29日（火） 午前・午後

令和5年8月30日（水） 午前・午後

令和6年1月16日（火） 午前・午後

令和6年1月17日（水） 午前・午後

令和5年8月31日（木） 午前・午後 令和5年6月1日（木）

令和6年1月18日（木） 午前・午後 令和5年11月1日（水）

12月中旬※2 午前

12月中旬※2 午後

大阪 令和5年10月3日（火） 午前・午後 令和5年8月1日（火）
大阪市立阿倍野防災センター
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-13-23

あべのフォルサ内

令和5年10月20日（金） 午前

令和5年10月20日（金） 午後

令和5年8月4日（金） 午前 令和5年6月1日（木）

11月下旬※2 午前 令和5年9月1日（金）

令和5年8月4日（金） 午後 令和5年6月1日（木）

11月下旬※2 午後 令和5年9月1日（金）

※1 eラーニング学習の受講期限は、開催年月日の前日から遡って７日間です。

※2 会場都合により、未定です。

単独荷卸しに係る運行管理者等研修会

令和5年6月29日（木）

令和5年9月8日（金）

　※3 「単独荷卸しに係る運行管理者等研修会」の出前出張研修も従来どおり開催します。

対面講習

開催年月日

東京 令和5年5月10日（水）
危険物保安技術協会

東京都港区虎ノ門4-3-13

初回

講習会種別

再講習

名古屋港湾会館
名古屋市港区港町1-11

倉敷 令和5年8月1日（火）
ライフパーク倉敷

倉敷市民学習センター
 倉敷市福田町古新田940

令和5年7月3日（月）
【会場変更】

苫小牧市文化交流センター
苫小牧市本町1-6-1

東京

令和5年6月1日（木）

危険物保安技術協会
東京都港区虎ノ門4-3-13

ヒューリック神谷町ビル１F
令和5年11月1日（水）

初回

再講習

初回

eラーニング併用講習※１

開催年月日

苫小牧

初回

初回

再講習
名古屋

東京

令和5年5月10日（水）

講習会種別

北九州

再講習

再講習

初回

令和5年10月2日（月）

危険物保安技術協会
東京都港区虎ノ門4-3-13

令和5年7月3日（月）

【会場変更】
ウェルとばた

北九州市戸畑区汐井町1-6

申込開始時間は全会場、午前10時を予定しています

会場

運行管理者

研修会※3

研修会の区別

再講習

初回

開催年月日 申込開始日（予定） 開催場所


