
（令和５年４月12日現在）

消防本部名
連絡先 甲種新規（２日間） 甲種再講習 乙種

①令和5年6月1日(木)、2日(金)
　9時30分～16時00分

①令和5年6月1日(木)
　9時30分～16時00分

②令和6年1月31日(水)、2月1日(木)
　9時30分～16時00分

②令和6年1月31日(水)
　9時30分～16時00分

①令和5年4月26日(水)、27日(木) ①令和5年4月26日(水)

②令和5年6月26日(月)、27日(火) ②令和5年6月26日(月)

③令和5年9月9日(土)、10日(日) ①令和5年9月11日(月) ③令和5年9月9日(土)

④令和5年11月28日(火)、29日(水) ④令和5年11月28日(火)

⑤令和6年2月8日(木)、9日(金) ⑤令和6年2月8日(木)

①令和5年5月17日(水)、18日(木) ①令和5年5月17日(水)

②令和5年8月5日(土)、6日(日) ②令和5年8月5日(土)

③令和5年11月21日(火)、22日(水) ③令和5年11月21日(火)

④令和6年2月29日(木)、3月1日(金) ④令和6年2月29日(木)

【集合型】
①令和5年7月4日(火)、5日(水)
　1日目　9時55分～15時55分
　2日目　9時55分～15時35分

①令和5年7月3日(月)
　13時30分～16時30分

【集合型】
①令和5年7月4日(火)
　9時55分～16時00分

【オンライン】
②令和5年7月31日(月)～8月13日(日)
③令和5年10月2日(月)～10月15日(日)
④令和5年10月30日(月)～11月11日(土)
⑤令和6年2月2日(金)～2月15日(木)

【オンライン】
②令和5年7月31日(月)～8月13日(日)
③令和5年10月2日(月)～10月15日
(日)
④令和5年10月30日(月)～11月11日
(土)
⑤令和6年2月2日(金)～2月15日(木)

【甲種新規・乙種】
　①②④：鈴鹿市神戸地子町388番地
　　　　　鈴鹿市労働福祉会館

　③：亀山市東御幸町63番地
　　　亀山市文化会館

【再講習】
　鈴鹿市神戸地子町388番地
　鈴鹿市労働福祉会館

【甲種新規・乙種】
　定員　　①～⑤100名程度（甲種・乙種合わせて）
　受講料　①4,000円
　　　　　②～⑤5,000円（予定）

【甲種再講習】
　定員　　50名程度（甲種再講習・防災再講習合わせて）
　受講料　3,000円

津市消防本部
059-254-0351

【甲種新規・甲種再講習・乙種】
　①：津市北河路町19番地１
　　　メッセウイング・みえ　大研修室

　②～⑤（実技講習を集合型で実施）
　　：メッセウイング・みえ　大教室

【甲種新規・乙種】
①令和5年6月12日(月)～6月15日(木)
　市外の方：令和5年6月14日(水)～6月15日(木)
②令和5年7月11日(火)～7月14日(金)
③令和5年9月11日(月)～9月14日(木)
④令和5年10月10日(火)～10月13日(金)
⑤令和6年1月15日(月)～1月18日(木)
※市外の方：市内に在住・在勤・在学ではない人
※②～⑤については条件なし

【甲種再講習】
①令和5年6月12日(月)～6月15日(木)
　市外の方：令和5年6月14日(水)～6月15日(木)

②～⑤
下記日程で実技講習を実施
②令和5年8月16日(水)（時間未定）
③令和5年10月19日(木)（時間未定）
④令和5年11月15日(水)（時間未定）
⑤令和6年2月20日(火)（時間未定）

【甲種新規・乙種】
　①②：桑名市中央町三丁目79番地
　　　　くわなメディアライブ1階多目的ホー
ル

【再講習】
　桑名市大字江場7番地
　桑名市消防本部2階研修室

　令和6年2月22日(木)
　9時00分～12時00分

一般財団法人日本防火・防災協会のホームページでご確認くださ
い。

四日市市消防本部
059-356-2008

菰野町消防本部
059-394-3238

鈴鹿市消防本部
059-382-9160

亀山市消防本部
0595-82-9492

①令和5年8月4日(金)

桑名市消防本部
0594-24-5282

令和５年度　防火管理講習実施予定

受付期間 実施場所

※　各消防本部とも受付は８：３０～１７：００です。（土・日・祝祭日を除く）　詳細については、各消防本部まで問い合わせください。

受講料等

四日市市八田2丁目1-19
北勢自動車協会　2階講習会場 一般財団法人日本防火・防災協会のホームページでご確認くださ

い。

【甲種新規】
　定員　甲種・乙種合わせて70名
　受講料　8,000円

【甲種再講習】
　定員　40名
　受講料　7,000円

【乙種】
　定員　甲種・乙種合わせて70名
　受講料　7,000円

【甲種新規】
　定員　①②とも100名　※甲種新規・乙種　合計100名
　受講料　4,000円（テキスト代含む。)
【甲種再講習】
　定員　40名　※甲種防火管理・防災管理再講習　合計40名
　受講料　2,500円（テキスト代含む。）
【乙種】
　定員　①②とも100名　※甲種新規・乙種　合計100名
　受講料　3,000円（テキスト代含む。）

講習予定日

一般財団法人日本防火・防災協会のホームページでご確認くださ
い。

【甲種新規・乙種】
　①令和5年4月13日(木)～5月5日(金)
　②令和5年12月12日(火)～令和6年1月5日(金)
　
 
【甲種再講習】
　令和6年1月9日（火）～1月31日（水）

※桑名市消防本部管内（桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町）の
事業所または管内に居住されている方が対象となります。

※申し込みは電子申請のみとなります。



松阪地区広域消防組合
消防本部

0598-25-1412

紀勢地区広域消防組合
消防本部

0598-82-3613

①令和5年4月13日(木)、14日(金)
②令和5年5月11日(木)、12日(金)
③令和5年7月13日(木)、14日(金)
④令和5年8月24日(木)、25日(金)
⑤令和5年9月14日(木)、15日(金)
⑥令和5年11月16日(木)、17日(金)
⑦令和5年12月14日(木)、15日(金)
⑧令和6年1月18日(木)、19日(金)
⑨令和6年3月14日(木)、15日(金)

（1日目9時20分～16時10分、2日目9時20分～
16時45分）

　令和6年2月16日(金)

　（13時00分～16時10分）

①令和5年4月13日(木)
②令和5年5月11日(木)
③令和5年7月13日(木)
④令和5年8月24日(木)
⑤令和5年9月14日(木)
⑥令和5年11月16日(木)
⑦令和5年12月14日(木)
⑧令和6年1月18日(木)
⑨令和6年3月14日(木)

（9時20分～16時55分）

【甲種新規】【乙種】【甲種再講習】
　一般財団法人日本防火協会のホームページでご確認下さい。

松阪市嬉野権現前町423-9
松阪市社会福祉協議会嬉野支所

嬉野社会福祉センター

【甲種新規・乙種】
　定員　60名（甲種新規・乙種合わせて各回）
　受講料　甲種8,000円、乙種7,000円
【甲種再講習】
　定員　60名
　受講料　7,000円

　一般財団法人日本防火協会のホームページでご確認下さい。

伊勢市消防本部
0596-25-1268

鳥羽市消防本部
0599-25-2821

志摩市消防本部
0599-43-2406

三重紀北消防組合
消防本部

0597-22-2051

令和5年10月中旬予定（2日間）
　9時15分～17時00分

　 　令和5年9月上旬予定
北牟婁郡紀北町相賀379-1

紀北教育会館1階
定員　60名
受講料　4,500円

熊野市消防本部
0597-89-0994

　 　令和5年10月(予定) 　令和5年9月（予定）
熊野市消防本部

１階　会議室（予定）
定員　未定

受講料　2,000円（テキスト代含む）予定

伊賀市消防本部
0595-24-9105

　
　①令和5年6月22日(木)、23日(金)
　　　9時00分～16時00分

　②令和6年2月予定
　　　9時00分～16時00分

  令和5年11月2日（木）
　 9時00分～12時00分

【甲種新規】
　①　市内在住または勤務の方
　令和5年6月12日(月)～6月16日(金)
　　　それ以外の方
　令和5年6月14日(水)～6月16日(金)
　
　②　未定

【甲種再講習】
　令和5年10月16日（月）～10月20日（金）

伊賀市緑ヶ丘東町920番地
伊賀市消防本部　3階研修室

【甲種新規】
　定員　①②とも60名（先着順）
　受講料　4,000円（テキスト代含む）

【甲種再講習】
　定員　20名（先着順）
　受講料　1,400円（テキスト代含む）

名張市消防本部
0595-63-1412

　①令和5年7月6日(木)、7日(金)
　　1日目　9時20分～16時50分
　　2日目　9時20分～15時55分

　②令和6年1月25日（木）、26日（金）
　　1日目9：20～16：50
　　2日目9：20～15：55

　令和5年10月2日（月）
　 13時30分～16時40分

【甲種新規】
　①令和5年5月23日（火）～5月30日（火）
　②令和5年11月15日（水）～11月22日（水）

【甲種再講習】
　令和5年9月4日（月）～9月15日（金）

【甲種新規】
　名張市上八町1321-1
　名張市民センター

【甲種再講習】
　名張市鴻之台1-2
　名張市防災センター

【甲種新規】
　定員　 60名　　受講料　8,000円
※新規講習は、一般財団法人日本防火・防災協会が委託で行います。申し込
み方法等は同協会のホームページを確認してください。
　【ホームページ】
　https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html

【甲種再講習】
　定員　　　50名　　受講料　1,500円（テキスト代）

【甲種新規】
　①　【1次募集】令和5年6月20日(火)～6月27日(火)
　　　【2次募集】令和5年7月15日(土)～7月16日(日)

　②　【1次募集】令和5年12月19日(火)～12月26日(火)
　　　【2次募集】令和6年1月13日(土)～1月14日(日)
※1次募集で満席となった場合は、2次募集は実施しません。
※FAXでの申込期間は、期間内の平日9:00～16:00です。
※2次募集はインターネット受付・クレジット決済のみです。

【甲種再講習】
　　令和5年8月初旬頃

※伊勢市、鳥羽市及び志摩市の3消防本部の輪番で実施しており、
　令和5年度は伊勢市主催となります。

　令和5年9月下旬頃（予定）
①令和5年8月8日(火)、9日(水)

②令和6年2月20日(火)、21日(水)

【甲種新規】
　①及び②　伊勢市岩渕1丁目13番15号
　　　　　　シンフォニアテクノロジー響
ホール
　　　　　　大会議室

【甲種再講習】
　伊勢市楠部町159番地11
　伊勢市防災センター2階　防災研修室1

【甲種新規】
　定員　120名　受講料　8,000円
　
【甲種再講習】
　定員　未定　　受講料　未定

※三重県消防設備安全協会が委託で行います。申込受付は一般財団
法人日本防火・防災協会になりますのでご注意ください。


