
単位：円

ボイラー実技講習(３日間） 22,000 23,100

ボイラー取扱技能講習(２日間） 13,200 14,300

普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(２日間） 13,200 14,300

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(3日間） 19,800 20,900

会員 11,000 12,100

会員外 11,000 12,100

会員 13,200 14,300

会員外 15,400 16,500

会員 15,400 14,300

会員外 17,600 16,500

会員 13,200 13,200

会員外 16,500 16,500

会員 13,200 13,200

会員外 16,500 16,500

会員 9,900 11,000

会員外 12,100 13,200

会員 9,900 11,000

会員外 12,100 13,200

会員 9,900 11,000

会員外 12,100 13,200

会員 9,900 11,000

会員外 12,100 13,200

会員 5,500 6,600

会員外 6,600 7,700

会員 7,700 8,800

会員外 8,800 9,900

※１　１級ボイラー技士受験準備講習と同額とするため値下げしています。

※２　協会本部の設定料金のため改定していません。

一般社団法人 日本ボイラ協会 千葉支部
支部⾧  堀口 正浩

講習会受講料金改定のお知らせ

２０２０年４月以降の講習より、下記のとおり受講料を改定させていただきます。

各講習の講習時間、講習場所、受講料、テキスト代、申し込み方法、申込書等は各講習会のご案内に掲

載しますので、ご確認ください。

受講料金改定表

２０２０年２月

講習等の名称 区分
受講料金(税込み)

改訂前 改訂後

登

録

講

習

受

験

準

備

講

習

２級ボイラー技士受験準備講習(２日間）

１級ボイラー技士受験準備講習(２日間）

ボイラー整備士受験準備講習(２日間） ※１

技

術

講

習

ボイラー水管理技術講習 ※２

ボイラーシステムの省エネルギー技術講習 ※２

能

力

向

上

教

育

等

ボイラー取扱従事者安全衛生教育

ボイラー作業主任者能力向上教育

化学一圧力作業主任者能力向上教育

そ

の

他

ボイラー・一圧定期自主検査指針研修会

開放検査周期認定研修会(半日）

ボイラー・圧力容器工作責任者会議



　　　　　　問合先　 一般社団法人日本ボイラ協会　千葉支部
　　　　　　　　　　　　千葉市中央区新千葉３－２－１
　　　　　　　　　　　　新千葉プラザ３０８号
　　　　　　ＴＥＬ　０４３－２４６－４７５３　　ＦＡＸ　０４３－２４６－４７５４

講習案内は、２ヶ月前にホームページに掲載します。受付状況欄には「受付中」、「受付終了」、「講習終了」、「お待ちください」

と状況が記載されています。　案内資料がクリックできない講習は、まだ、講習案内が未作成です。

講習会場は「千葉県ガス石油会館」または「千葉県経営者会館」になります。

① 　４月２０日（月）～２４日（金） ＊実技講習５日間

② 　６月２２日（月）～２６日（金） 　受講料　　３５，２００円

③ 　７月　６日（月）～１０日（金） 　（受講料３２，０００円＋消費税３，２００円）

④ 　８月　３日（月）～　７日（金）

⑤ 　９月　７日（月）～１１日（金） ＊実技講習３日間

⑥ １０月１９日（月）～２３日（金） 　受講料　　２３，１００円

⑦ １１月３０日（月）～１２月４日（金） 　（受講料２１，０００円＋消費税２，１００円）

⑧ 　１月１８日（月）～２２日（金） ＊受験準備講習２日間

⑨ 　２月　１日（月）～　５日（金） 　受講料　　１２，１００円

⑩ 　３月　８日（月）～１２日（金） 　（受講料１１，０００円＋消費税１,１００円）

① 　６月　３日（水）～　４日（木） 　受講料　　１４，３００円

② １０月　６日（火）～　７日（水） 　（受講料１３，０００円＋消費税１,３００円）

① 　５月２０日（水）～２１日（木） 　受講料　　１４，３００円

３ ② 　９月１６日（水）～１７日（木） 　（受講料１３，０００円＋消費税１,３００円）

① 　４月１４日（火）～１６日（木） 　受講料　　２０，９００円

４ ② 　８月２６日（水）～２８日（金） 　（受講料１９，０００円＋消費税１，９００円）

③ １１月２５日（水）～２７日（金）

　受講料　　１１，０００円（会員）

５ ① 　６月　９日（火） 　（受講料１０，０００円＋消費税１,０００円）

　受講料　　１３，２００円（会員外）

　（受講料１２，０００円＋消費税１,２００円）

　受講料　　１１，０００円（会員）

６ ① １０月１５日（木） 　（受講料１０，０００円＋消費税１,０００円）

　受講料　　１３，２００円（会員外）

　（受講料１２，０００円＋消費税１,２００円）

　受講料　　１１，０００円（会員）

７ ① １０月　１日（木） 　（受講料１０，０００円＋消費税１,０００円）

　受講料　　１３，２００円（会員外）

　（受講料１２，０００円＋消費税１,２００円）

　受講料　　１４，３００円（会員）

８ ① １２月１５日（火）～１６日（水） 　（受講料１３，０００円＋消費税１,３００円）

　受講料　　１６，５００円（会員外）

　（受講料１５，０００円＋消費税１，５００円）

　受講料　　１４，３００円（会員）

９ ① 　１月　７日（木）～　８日（金） 　（受講料１３，０００円＋消費税１，３００円）

　受講料　　１６，５００円（会員外）

　（受講料１5，０００円＋消費税１，5００円）

　受講料　　１１，０００円（会員）

１０ ① 　８月２５日（火） 　（受講料１０，０００円＋消費税１,０００円）

　受講料　　１３，２００円（会員外）

　（受講料１２，０００円＋消費税１,２００円）

　受講料　　１３，２００円（会員）

１１ ① 　２月１８日（木） 　（受講料1２,０００円＋消費税1,200円）

　受講料　　１６，５００円（会員外）

　（受講料１5,０００円＋消費税１,5００円）

　受講料　　１３，２００円（会員）

１2 ① 　３月１６日（火） 　（受講料12,０００円＋消費税1,200円）

　受講料　　１６，５００円（会員外）

　（受講料１5,０００円＋消費税１,5００円）

２　０　２　０　年　度　講　習　の　ご　案　内　

ＮＯ 講　習　名 開催月日　( 曜日 ） 費用（テキスト代は別途） 内　　　　容

　Ｈ２４年４月の法改正により、ボイラー実技
講習の受講修了が免許交付要件の一部とな
り、従前どおり免許試験の受験前に受講する
ほか、免許試験に合格した後に受講すること
もできます。
＜実技講習３日間＞
　初日から３日間の講習は、２級の免許資格
を得る講習です。
＜受験準備講習２日間＞
①２級ボイラー技士免許試験の合格を目指さ
れる方は、受験準備講習の２日間のみでも受
講できます。
②試験に合格するまで何回でも受講できま
す。

１ ボイラー実技講習およ
び受験準備講習

２ ボイラー取扱技能講習 　小規模ボイラーを取扱う資格となるもので
す。

　定期自主検査基準の研修です。

普通第一種圧力容器
取扱作業主任者技能
講習

　普通一圧作業主任者を選任する場合の資
格となるものです。

化学設備関係第一種
圧力容器取扱作業主
任者技能講習

　化学一圧作業主任者を選任する場合の資
格となるものです。

※受講資格は、化学設備取扱５年以上の経
験者です。

ボイラー取扱業務従事
者安全衛生教育

　労働安全衛生法第６０条の２に基づく、安全
衛生教育に関する指針及び労働安全衛生法
第１９条の２に基づく、能力向上教育に関する
指針によるものです。

※厚生労働省　基発　1012第2号
　　（平成28年10月12日）
※千葉労働局　千労発基 1104 第1号
　　（平成28年11月　4日）
　「安全衛生教育及び研修の推進について」
発信されています。

ボイラー取扱作業主任
者能力向上教育

化学設備関係第一種
圧力容器取扱作業主
任者能力向上教育

ボイラー水管理技術講
習

　ボイラーユーザーのための水管理をトラブル
原因から、その予防方法までを解説する講習
です。

ボイラーシステムの省
エネルギー技術講習

  ボイラーの省エネの基礎、省エネ事例を通
して省エネ手法、効果の計算などの実践的
な知識を得る講習です。

一級ボイラー技士免許
試験受験準備講習

　一級ボイラー技士免許試験の合格をめざし
ての講習です。

ボイラー整備士免許試
験受験準備講習

　ボイラー、一圧容器を整備するために必要
な免許試験合格をめざす講習です。

※免許試験合格後の免許申請に実務経験
（６ヶ月）証明が必要です。

第一種圧力容器定期
自主検査基準研修会


