
 

保安講習日程の変更について 
 

         （一社）北海道危険物安全協会連合会 

 

令和 3年度の保安講習について、一部の開催地で開催日程・会場の変更が発生しており

ます。ご確認の上、お申込みくださるようお願いいたします。 

 

 

◆定員による受付終了のお知らせ（7月 1日更新） 

下記の保安講習は定員になりましたので、受付を終了いたしました。 

受講を予定されていた皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、他の会場・日程での受講をご

検討くださるようお願いいたします。 

 

【定員のため受付終了】 

   

 

◆追加開催が決まりました。（7月 1日更新） 

 下記の日程で追加開催することとなりました。 

【追加日程】 

開催地 講習月日 講習時間 講習区分 講習会場 申請書受付 

苫小牧市 9月 28日 
午 前 一 般 

苫小牧市民会館      受付中 
午 後 コンビ 

札幌市 10月 7日 午 後 一 般 北海道自治労会館 

9月 1日以降 

登別市 10月 29日 
午 前 一 般 

登別市民会館        
午 後 コンビ 

 

開催地 講習月日 講習時間 講習区分 講習会場 

札幌市 
8月 26日 午 前 一 般 

北海道自治労会館 
8月 27日 午 前 一 般 

稚内市 ７月 13日 午 前 一 般 稚内市総合福祉センター 

苫小牧市 
7月 20日 

午 前 一 般 

苫小牧市民会館 午 後 コンビ 

7月 21日 午 前 一 般 

釧路市 7月 13日 午 前 一 般 釧路市生涯学習センター 



 

◆ 6 月中に開催予定の下記の講習は延期になりました。（6月 2日更新） 

開催を予定しておりました下記の保安講習は、緊急事態宣言により会場が使用できないため、開催を

延期することとなりました。延期となった講習日をお申込みされている方には、講習日の振替について

個別にご連絡させていただきます。 

受講を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願い

いたします。 

開催地 
延期になる  

講習日 
講習会場 延期後の講習日 申請書受付 

小樽市 6月 9日 小樽市公会堂 10月 6日 

9月 1日以降 

岩見沢市 
6月 15日 岩見沢市民会館 

まなみーる 

11月 29日 

6月 16日 11月 30日 

留萌市 6月 4日 留萌市中央公民館 9月 27日 受付中 

  

 

◆根室市の会場が変更になりました。（6月 2日更新） 

開催地 講習月日 変更前 変更後 

根室市 8月 4日 
根室市総合文化会館 

（根室市曙町 1丁目 40） 

北方四島交流センター 

（根室市穂香 110-9） 

 

 



 

令和3年7月1日現在

午前の部 午後の部

6月1日 一　般 給　取

6月2日 一　般 給　取

6月3日 一　般

8月26日 一　般
定員になりました

給　取

8月27日 一　般
定員になりました

給　取

6月21日 一　般 給　取

6月22日 一　般 給　取

檜山 江　差　町 6月17日 一　般 給　取 江差町文化会館 江差町字茂尻町71

小　樽　市 ６月9日
延期になりました

一　般 給　取 小樽市公会堂 小樽市花園5丁目2-1

倶知安町 8月3日 一　般 給　取
羊蹄山ろく消防組合

消防総合庁舎
倶知安町北3条東4丁目

岩　内　町 8月24日 一　般 給　取 岩内地方文化センター 岩内町字万代51－7

６月15日
延期になりました

一　般 給　取

６月16日
延期になりました

一　般 給　取

7月6日 一　般 給　取

7月7日 一　般 給　取

名　寄　市 8月19日 一　般 給　取
　　　上川北部地域
　　　人材開発センター

名寄市緑丘30-1

6月4日
延期になりました

一　般 給　取 留萌市中央公民館 留萌市見晴町2丁目27

9月27日 一　般 給　取 留萌市中央公民館 留萌市見晴町2丁目27

宗谷 稚　内　市 7月13日 一　般
定員になりました

給　取 稚内市総合福祉センター 稚内市宝来4丁目1-41

網　走　市 7月28日 一　般 給　取 オホーツク文化交流センター 網走市北2条西3丁目3

北　見　市 7月30日 一　般 給　取 北見市民会館 北見市常盤町2丁目1-10

紋　別　市 8月31日 一　般 給　取 紋別市民会館 紋別市潮見町1丁目4-3

7月20日 一　般
定員になりました

コンビ
定員になりました

7月21日 一　般
定員になりました

給　取

9月28日 一　般 コンビ

6月30日 一　般 コンビ

7月1日 コンビ 給　取

日高 浦　河　町 9月30日 一　般 給　取 日高東部消防組合 浦河町築地1丁目2-9

7月8日 一　般 給　取

7月9日 一　般 給　取

7月13日 一　般
定員になりました

給　取

7月14日 一　般 給　取

根　室　市 8月4日 一　般 給　取 北方四島交流センター
※会場が変更になりました

根室市穂香110-9

中標津町 8月6日 一　般 給　取 中標津町総合文化会館 中標津町東2条南3丁目1

留萌

苫小牧市 苫小牧市民会館 苫小牧市旭町3丁目2-2

石狩 札　幌　市

渡島 函　館　市

岩見沢市
岩見沢市民会館

まなみーる

後志

空知

根室

十勝 帯　広　市 とかちプラザ

函館市美原4丁目6-16

札幌市北区北6条西7丁目北海道自治労会館

札幌市北区北6条西7丁目北海道自治労会館

渡島総合振興局

令和3年度　第1回　保安講習日程表

総合振興
局・振興局 開催地 講習月日

講 習 区 分
講　習　会　場 所　在　地

岩見沢市9条西4丁目1

オホー
ツク

胆振

登　別　市 登別市民会館 登別市富士町7丁目33-1

上川

旭　川　市 旭川市大雪クリスタルホール 旭川市神楽3条7丁目

留　萌　市

帯広市西4条南13丁目1

釧路 釧　路　市 釧路市生涯学習センター 釧路市幣舞町4-28



 

 

 

 

 

 

 

令和3年7月1日現在

午前の部 午後の部

10月6日 一　般 給　取

10月7日 一　般 一　般

12月3日 一　般 給　取

千　歳　市 11月11日 一　般 給　取
北ガス文化ホール

（千歳市民文化センター）
千歳市北栄2丁目2-11

恵　庭　市 10月1日 一　般 給　取 恵庭市民会館 恵庭市新町10番地

11月10日 一　般 給　取

11月11日 一　般 給　取

10月5日 一　般 給　取

10月6日 一　般 給　取

10月8日 一　般 給　取

11月29日 一　般 給　取

11月30日 一　般 給　取

滝　川　市 10月26日 一　般 給　取 たきかわ文化センター 滝川市新町3丁目6-44

上川 旭　川　市 10月15日 一　般 給　取 旭川市大雪クリスタルホール 旭川市神楽3条7丁目

オホー
ツク

北　見　市 10月22日 一　般 給　取 北見市民会館 北見市常盤町2丁目1-10

11月4日 一　般 コンビ

11月5日 一　般 給　取

10月28日 一　般 コンビ

10月29日 一　般 コンビ

10月13日 一　般 給　取

10月14日 一　般

釧路 釧　路　市 10月20日 一　般 給　取 釧路市生涯学習センター 釧路市幣舞町4-28

十勝 帯　広　市 とかちプラザ

◎第2回の申請書受付は9月1日からになります。

帯広市西4条南13丁目1

渡島 函　館　市 渡島総合振興局 函館市美原4丁目6-16

空知

苫小牧市 苫小牧市民会館 苫小牧市旭町3丁目2-2

登別市民会館 登別市富士町7丁目33-1登　別　市

胆振

所　在　地

石狩

札　幌　市 北海道自治労会館 札幌市北区北6条西7丁目

総合振興
局・振興局 開催地 講習月日

講 習 区 分
講　習　会　場

◎札幌市の10月7日の講習につきましては、当連合会で午前の部・午後の部を指定させていただきますのでご了承くださるよう

お願いします。（午前・午後のご希望がある場合は、申請書の講習区分欄の余白にご記入ください。）

岩見沢市
岩見沢市民会館

まなみーる
岩見沢市9条西4丁目1

後志 小　樽　市 小樽市公会堂 小樽市花園5丁目2-1

令和3年度　第2回　保安講習日程表


