
新型コロナウイルスの対応について

現在、国内で新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますが、日本消防設備安全センターで実施している各種講習

会は、予定どおり実施することとしております。

ただし、国から実施中止要請等がなされた場合、または、使用する会場から使用を断られた場合は「中止」あるいは

延期の可能性があります。

中止や変更等の場合には、当センターのホームページにてお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。

また、再講習の受講延長申請者で今年度の講習を受講できない場合、現行法令上延長が１年間までとされていますの

でご留意ください。

〇 講習会当日は、咳エチケットや手洗いの励行など各自で感染防止対策に十分ご留意ください。

〇 新型コロナウイルスの感染が疑われる方は、講習会等への参加を自粛いただきますようお願いいたします。

〇 感染者拡大防止の観点から、講習中、発熱や咳が激しい等の症状が見られる受講者には座席の移動又は退席等をお

願いすることもあります。

〇 係員・講師はマスクを着用して対応することもあります。



更新日　令和2年5月25日

更新№ 都道府県 資格者講習 講習日程 中止・延期・変更 備考

67 神奈川県 自衛消防業務再講習 6月24日 延期 令和2年6月29日開催予定

第1種消防設備点検資格者講習 6月2～４日 令和２年９月7～９日開催予定

第2種消防設備点検資格者講習 ６月９～11日 令和2年9月28～30日開催予定

第1種消防設備点検資格者再講習 8月24日 令和3年2月1日開催予定

第2種消防設備点検資格者再講習 8月25日 令和3年2月2日開催予定

自衛消防業務新規講習 5月14・15日

自衛消防業務新規講習 5月28・29日

自衛消防業務新規講習 6月2・3日

自衛消防業務再講習 5月26日

第1種消防設備点検資格者再講習 7月14日

第2種消防設備点検資格者再講習 7月15日

自衛消防業務新規講習 5月18・19日

自衛消防業務新規講習 5月27・28日

自衛消防業務再講習 5月29日

講習中止・延期・変更状況

開催日・会場未定

62 大阪府 中止

64 愛知県 中止

61 神奈川県 自衛消防業務新規講習 7月30・31日 会場変更
変更後
独立行政法人国民生活センター
住所：相模原市中央区弥栄3-1-1

66 神奈川県 延期

65 栃木県 延期

63 高知県 延期



更新日　令和2年5月25日

更新№ 都道府県 資格者講習 講習日程 中止・延期・変更 備考

講習中止・延期・変更状況

60 神奈川県 自衛消防業務新規講習 5月14・15日 中止

59 千葉県 自衛消防業務再講習 5月29日 中止

58 兵庫県 防火対象物点検資格者講習 5月26～29日 中止

自衛消防業務新規講習 ５月13・14日

自衛消防業務新規講習 ５月13・15日

56 千葉県 自衛消防業務新規講習 5月14・15日 中止

第1種消防設備点検資格者講習 6月2～4日

第2種消防設備点検資格者講習 6月9～11日

第1種消防設備点検資格者講習 7月1～3日

第2種消防設備点検資格者講習 7月20～22日

第1種消防設備点検資格者再講習 6月18日

第2種消防設備点検資格者再講習 6月19日

第1種消防設備点検資格者再講習 5月27日

第2種消防設備点検資格者再講習 5月28日

51 群馬県 中止

京都府 中止

55 沖縄県 延期 開催日・会場未定

54 福岡県 中止

53 神奈川県 防火対象物点検資格者講習 7月7～10日 会場変更
変更後
横浜市民防災センター
住所：横浜市神奈川区沢渡4-7

52

中止兵庫県57



更新日　令和2年5月25日

更新№ 都道府県 資格者講習 講習日程 中止・延期・変更 備考

講習中止・延期・変更状況

第1種消防設備点検資格者講習 5月13～15日

第2種消防設備点検資格者講習 5月20～22日

第1種消防設備点検資格者再講習 6月29日

第2種消防設備点検資格者再講習 6月30日

第1種消防設備点検資格者再講習 6月11日
変更後
12月17日

第2種消防設備点検資格者再講習 6月12日
変更後
12月18日

自衛消防業務新規講習 5月11・12日

自衛消防業務再講習 5月13日

防災管理点検資格者講習 5月14・15日 延期 開催日・会場未定

第1種消防設備点検資格者再講習 7月8日

第2種消防設備点検資格者再講習 7月9日

自衛消防業務新規講習 ６月25・26日

自衛消防業務再講習 6月23日

第1種消防設備点検資格者講習 6月9～11日

第2種消防設備点検資格者講習 6月2～4日

45 京都府 中止

46 長野県 延期

宮城県 中止

48

変更後
第１種　11月18日～11月20日
第２種　11月25日～11月27日

44 長野県 延期

変更後
第１種　９月２日、９月９日
第２種　９月３日、９月１０日

47 大阪府
中止

50 東京都 中止

49

新潟県 延期



更新日　令和2年5月25日

更新№ 都道府県 資格者講習 講習日程 中止・延期・変更 備考

講習中止・延期・変更状況

自衛消防業務新規講習 5月12・13日

自衛消防業務新規講習 5月27・28日

自衛消防業務再講習 5月22日

41 神奈川県 自衛消防業務新規講習 6月11・12日 延期 開催日未定

40 広島県 自衛消防業務新規講習 5月19・20日 中止

第1種消防設備点検資格者再講習 6月18日

第2種消防設備点検資格者再講習 6月19日

38 広島県 防火対象物点検資格者講習 5月12～15日 中止

37 神奈川県 自衛消防業務再講習 5月22日 中止

第1種消防設備点検資格者講習 5月26～28日 令和2年12月1～3日開催予定

第2種消防設備点検資格者講習 6月2～4日 令和2年12月7～9日開催予定

自衛消防業務新規講習 4月14・15日

自衛消防業務新規講習 4月27・28日

34 神奈川県 防火対象物点検資格者再講習 5月27日 中止

中止

延期

北海道 中止

36 山梨県 延期

39 京都府

42 北海道

開催日未定→中止(4/24更新)

35

変更後
長野バスターミナル会館
住所：長野市中御所岡田178-2

43 長野県 第2種消防設備点検資格者講習 6月2～4日 会場変更



更新日　令和2年5月25日

更新№ 都道府県 資格者講習 講習日程 中止・延期・変更 備考

講習中止・延期・変更状況

第1種消防設備点検資格者講習 6月16～18日

変更後
10月5日～7日
香川県土木建設会館5階視聴覚室
住所：高松市松福町2-15-24

第2種消防設備点検資格者講習 6月23～25日

変更後
10月26日～28日
香川県土木建設会館5階視聴覚室
住所：高松市松福町2-15-24

第1種消防設備点検資格者再講習 6月23日
変更後
10月2日

第2種消防設備点検資格者再講習 6月24日
変更後
10月5日

31 広島県 自衛消防業務新規講習 4月23・24日 中止

29 広島県 可搬消防ポンプ等整備資格者再講習 6月21日 中止

自衛消防業務新規講習 4月16・17日

自衛消防業務新規講習 4月27・28日

自衛消防業務再講習 4月24日

第1種消防設備点検資格者講習 5月12～14日

第2種消防設備点検資格者講習 6月2～4日

26 兵庫県 自衛消防業務再講習 4月24日 延期 令和2年7月31日開催予定

25 神奈川県 自衛消防業務再講習 4月21日 中止

会場変更

33 香川県 延期・会場変更

中止27 京都府

中止28 大阪府

32 福井県 延期

変更後
独立行政法人国民生活センター
住所：相模原市中央区弥栄3-1-1

30 神奈川県 自衛消防業務新規講習 5月14・15日



更新日　令和2年5月25日

更新№ 都道府県 資格者講習 講習日程 中止・延期・変更 備考

講習中止・延期・変更状況

第1種消防設備点検資格者再講習 4月27日

第2種消防設備点検資格者再講習 4月28日

第1種消防設備点検資格者再講習 6月4日 令和2年9月2日開催予定

第2種消防設備点検資格者再講習 6月5日 令和2年9月3日開催予定

自衛消防業務新規講習 5月13・14日

自衛消防業務新規講習 5月27・28日

自衛消防業務新規講習 6月10・11日

自衛消防業務再講習 5月22日

第1種消防設備点検資格者再講習 5月12日

第2種消防設備点検資格者再講習 5月13日

第1種消防設備点検資格者再講習 5月14日

第2種消防設備点検資格者再講習 5月15日

第1種消防設備点検資格者講習 6月2～4日

第2種消防設備点検資格者講習 6月9～11日

第1種消防設備点検資格者再講習 4月14日

第2種消防設備点検資格者再講習 4月15日

延期 開催日未定

第１種消防設備点検資格者再講習
　令和3年１月25日及び１月27日開催予定

第2種消防設備点検資格者再講習
　令和3年1月26日及び1月28日開催予定

24 大阪府 中止

中止

23 福岡県

京都府22

21 愛知県

神奈川県

延期

中止

延期

20



更新日　令和2年5月25日

更新№ 都道府県 資格者講習 講習日程 中止・延期・変更 備考

講習中止・延期・変更状況

自衛消防業務新規講習 4月15・16日

自衛消防業務新規講習 4月23・24日

自衛消防業務再講習 4月28日

第1種消防設備点検資格者再講習 4月16日

第2種消防設備点検資格者再講習 4月17日

17 福岡県 防火対象物点検資格者再講習 6月3日 延期 令和2年9月14日開催予定

16 神奈川県 自衛消防業務新規講習 4月23・24日 延期 開催日未定

自衛消防業務新規講習 4月23・24日

自衛消防業務再講習 4月22日

14 千葉県 自衛消防業務再講習 4月9日 中止

13 千葉県 自衛消防業務新規講習 4月21・22日 中止

12 神奈川県 防火対象物点検資格者再講習 4月3日 延期 令和2年7月中旬開催予定

11 神奈川県 自衛消防業務再講習 4月2日 中止

10 千葉県 自衛消防業務新規講習 3月17・18日 中止

9 大阪府 第2種消防設備点検資格者講習 3月17～19日 中止

8 北海道 自衛消防業務新規講習 3月10・11日 中止

中止

東京都18

愛知県

19

中止

中止

京都府

15



更新日　令和2年5月25日

更新№ 都道府県 資格者講習 講習日程 中止・延期・変更 備考

講習中止・延期・変更状況

自衛消防業務新規講習 3月11・12日

自衛消防業務新規講習 3月17・18日

自衛消防業務再講習 3月19日

6 神奈川 防火対象物点検資格者再講習 3月3日 中止

5 千葉県 自衛消防業務再講習 3月5日 中止

4 兵庫県 自衛消防業務再講習 3月13日 中止

3 兵庫県 自衛消防業務新規講習 3月4・5日 中止

第1種消防設備点検資格者再講習 3月5日 会場変更

第2種消防設備点検資格者再講習 3月6日 会場変更

変更後
福岡国際会議場　5階　501号室
住所：福岡市博多区石城町2-1

会場変更2 福岡県 防災管理点検資格者再講習 3月12日
変更後
福岡県中小企業振興センタービル2階　大ホール
住所：福岡市博多区吉塚本町9-15

中止

福岡県1

愛知県7


