平成28年度 国土交通大臣登録「防火設備検査員講習」
［実技講習］ご案内
主催

一般財団法人 日本建築防災協会

実技講習実施補助業務委託先 一般社団法人 日本シヤッター・ドア協会

平成28年度 国土交通大臣登録「防火設備検査員講習」［実技講習］を下記により開催いたします。［学科講習］の修了
考査に合格された方は、この［実技講習］を受講することにより、
「登録防火設備検査員講習修了証明書」が交付されます。
なお、この講習は（一社）日本シヤッター・ドア協会に一部業務を委託して実施いたします。
第１ 受講資格
「防火設備検査員講習」
［学科講習］の修了考査に合格した方です。修了考査結果は郵送にて通知いたします。
（平成28
年11月25日（金）から発送開始）
これに合わせて平成28年11月25日（金）正午に、当協会ホームページに合格者の受講番号一覧を掲載いたします。
※申し込みは、受講番号等で申し込むことができます。修了考査結果の通知（郵送）を待つ必要はありません。
第２ 開催期日・開催地・定員
以下の日程で午前（9:30～12:30）と午後（14:00～17:00）の一日２回、実技講習を開催します。
早めのお申し込みをお願いします。
日程（午前・午後）
開催地
会 場
住 所
定 員
月
日
札幌
札幌市教育文化会館
札幌市中央区北 1 条西 13 丁目
48 名／回
2 月 17
仙台
卸町会館会議室
仙台市若林区卸町 2-15-2
48 名／回
3 月 16
三和シヤッター工業（株）
板橋区新河岸 2-3-5
96 名／回
1 月 21,22,28
東京
文化シヤッター（株）
文京区西片 1-17-3
48 名／回
2 月 1,2,3
2 月 28
名古屋 名古屋港ポートビル
名古屋市港区港町 1-9
48 名／回
3 月 1,2
2 月 22,23
エル・おおさか
大阪
大阪市中央区北浜東 3-14
48 名／回
（大阪府立労働センター）
3 月 8,9,10
（公財）福岡県中小企業振興
福岡
福岡市博多区吉塚本町 9-15
48 名／回
3 月 22,23
センター
※各会場の定員は想定により設定しております。全体の受講予定者数の定員は確保しておりますが、希望地で受講でき
ない場合が出てくるおそれもありますのでお早めにお申し込み下さい。なお申込状況によっては、別の会場へ移って
いただくご相談をさせていただくこともありますので予めご了承ください。
※定員に達した場合には、別の日程をご検討ください。
第３ 講習内容・講習時間・カリキュラム
講習内容：実技講習（防火設備検査方法）
講習時間：３時間
時 間
午前受講の場合

午後受講の場合

受付

9:00～

13:30～

講習

9:30～12:30

14:00～17:00

カリキュラム：下表による
カリキュラム
時間
備考
No.
１ オリエンテーション
15 分
注意事項、検査の流れの説明等
２ テキストとスライドを用いた講習
30 分
防火設備一般に関する講義
３ 実技講習内容の事前説明（DVD）
30 分
４ 実機を用いた実技講習
100 分
実機１台を 8 名（2 組）で使用
５ 受講確認・終了
5分
検査報告書の提出※
※検査報告書の提出をもって、実技講習を修了したものとみなします。
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第４ 受講料
受講料 27,000 円（消費税込み）（実技講習テキスト代含む。）
受講料は受講申込時に申し受けます。既納の受講料は返金いたしません。領収書は振込先発行の振込受領書をもって
代えさせていただきます。
第５ 受講申込手続
実技講習の受講申込については、以下のWEBより受け付けます。電話やFAX等ではお受けできませんので、予めご了
承下さい。※詳細は、本紙P.3の●受講申込手続きの流れをよくお読みの上、お申し込み下さい。
URL：http://www.kenchiku-bosai.or.jp/28d.html
実技講習の受講申込は、合格者の受講番号一覧の公表に合わせて開始します。（平成28年11月25日（金）正午）
なお、お申し込み後の変更（会場、日程、午前・午後）はお受けできませんので、予めよくご検討下さい。
第６ 講習修了証明書等の送付
実技講習を受講された方には、後日、講習修了証明書を送付します。
第７ 申込期間
（受付期間） 平成28年11月25日（金）正午 ～ 各開催日の10日前まで
※定員に達し次第、申込み受付期間中でも締め切ります。
第８ 講義受講の際の注意事項
１．講義受講の際には、以下を準備の上、実技（作業）にふさわしい服装で受講して下さい。
※当日の貸し出しはありませんのでご注意下さい。
●準備するもの
１）受講票（受講票に出席したことを示す押印をしますので、受講票のメールを必ず印刷してお持ち下さい。）
受講票は入場の際に受付に提示し、出席の確認印を押してもらって下さい。出席の確認印がない場合は欠席と
みなされる場合がありますのでご注意下さい。
２）「国土交通大臣登録 防火設備検査員講習テキスト２（防火設備定期検査業務基準）」
テキスト１は必須ではありませんが、実技講習の理解を深めるためにも、可能であれば持参して下さい。
３）鉛筆・シャープペンシル、消しゴム
●実技（作業）にふさわしい服装
１）靴
：作業しやすい靴（サンダル等不可）
２）服
：作業着が望ましい
３）帽 子：作業帽が望ましい
４）軍 手：軍手を持参のこと
２．座席は指定されていますので、必ず指定された席に着いて下さい。
３．講習時間中に写真と照合し出欠を確認します。
４．場内では、携帯電話等の使用はできませんので、必ず電源を切るかマナーモードにして下さい。
５．チーム編成を組んで実技講習を行いますので、遅刻・早退は認められません。この場合、受講を放棄したものとみ
なされ、日程等の変更もできません（午前から午後への変更も含む。）。
第９ この講習に関する問い合わせ先
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-20 虎ノ門YHKビル3階
（一財）日本建築防災協会 防火設備講習 係 TEL 03-5512-6451 FAX 03-5512-6455

◎本協会のホームページに、この講習の実施に関する最新の情報や、申し込みに関するQ&A等を掲載いたしますので、随
時ご確認下さい。（ホームページ http://www.kenchiku-bosai.or.jp/boukasetsubi28.html ）
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●受講申込手続きの流れ
インターネットによりお申し込み下さい。（受講料の振込にかかる振込手数料はかかりません。）
以下の手順に沿って申し込み、受講料のお支払いをして下さい。
【申込段階】
① 受講者情報入力（受講者情報入力フォーム画面） ＳＴＥＰ１
氏名（フリガナ）
、受講番号（半角数字）、電話番号（半角数字）、メールアドレス（半角英数字）を入
力し、 受講資格確認 ボタンをクリックして下さい。
② 電子メールの受理
受講資格がある方に、申し込みに必要な電子メールを送信いたします。
※すぐに電子メールが届かない場合、迷惑メールに入っている可能性がありますのでご確認下さい。
※電子メールは kenchikubousai@koshukai.jp から送付いたしますので受信許可をお願いします。
③ ②で届いた電子メールに記載されるURLをクリックして、会場選択画面に移動して下さい。

④ 希望する会場・スケジュールの仮申込（会場選択画面） ＳＴＥＰ２～ＳＴＥＰ３
希望する会場、日程、午前・午後を確認し、 会場選択 ボタンを押して下さい。
次の画面で申し込み内容を確認後、仮申込ボタンを押して下さい。
※ご注意：仮受付完了後の変更（会場、日程、午前・午後）はお受けできませんので、予めよくご検討
下さい。
※定員になった回は、「受付終了」と表示され、申し込むことができません。

【支払い方法の選択】
⑤

お支払い方法選択
以下の何れかの支払い方法を選択し、 選択 ボタンを押して下さい。

銀行支払の場合

コンビニ支払の場合

○ 銀行ATM（ペイジー対応ATM）
○ ゆうちょ銀行ATM（ペイジー対応ATM）

○
○

セブンイレブン
ローソン

○

○

ファミリーマート ○ サークルＫサンクス

インターネットバンキング（ペイジー取扱）

○ ミニストップ
○ セイコーマート

⑥

お支払い方法確定 ＳＴＥＰ４
内容を確認の上、 お支払い方法を確定する ボタンを押して下さい。
すぐに「お支払い方法確定」情報を電子メールにて送信いたします。
次に、選択した方法にて代金をお支払い下さい。

【受講料のお支払い】
⑦ 選択した銀行又はコンビニで代金をお支払い下さい。
※④の仮申込ボタンをクリックした日から数えて３日以内にお支払い下さい。
○銀行・ゆうちょ銀行支払の場合
○コンビニ支払の場合
ペイジーに対応している銀行ATM機にて、お客様番号等
選択したコンビニの窓口等でのみ、支払い
を入力すれば指定金額が画面に表示されますので、手続き
ができます。
に従って振り込み下さい。
○インターネットバンキングの場合（ペイジー取扱）
インターネットの口座のある方のみお支払いができます。
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【申込手続き完了】
⑧

受講票の発行（受講申込手続き完了報告）
期日までに入金が確認された方に、「受講票」を電子メールにて送信いたします。受講票に出席したこ
とを示す押印をしますので、受講票のメールを必ず印刷してお持ち下さい。

インターネットによるお申込みについてのお問い合わせは、以下へお願いします。
（講習実施補助業務委託先）
サンパートナーズ（株）防火設備講習 係 TEL 042-628-9560 FAX 042-628-9026
※１

仮受付完了後の変更（会場、日程、午前・午後）はお受けできませんので、予めよくご検討下さい。

※２

申し込み、支払方法の選択をされても、受講料のお支払いが無い場合は受講できません。

※３

ATMでお支払いいただく時間帯によっては、
「時間外手数料」をご負担いただくことがございますので、ご承知お

き下さい。
※４

お預かりした個人情報は、本講習会の受付、運営及び本会の業務に関する情報提供のために使用するとともに、個

人情報保護法に基づき、適切に管理いたします。申し込み受付等の一部の業務を外部に委託することがありますが、委
託先につきましては、適切な事業者を選定し、秘密保持、安全管理等についての契約を締結して、適切な監督を行いま
す。
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