
平成２４年度保安講習開催予定表 

第１回保安講習日程 
支庁 開催地 講習日 午前 午後 講習会場 住所 

石狩 
札幌市 

６月１１日 一般 給取 

北海道自治労会館 札幌市北区北 6条西 7丁目 

６月１２日 一般 給取 

６月１３日 一般 給取 

８月２３日 一般 給取 

８月２４日 一般 給取 

恵庭市 ８月 ３日 一般 給取 恵庭市民会館 恵庭市新町 10 

渡島 函館市 
６月１８日 一般 給取 

函館市民会館 函館市湯川町 1丁目 32-1 
６月１９日 一般 給取 

檜山 江差町 ７月１１日 一般 給取 江差町文化会館 江差町字茂尻町 71 

後志 
小樽市 ６月２９日 一般 給取 小樽市公会堂 小樽市花園 5丁目 2-1 

倶知安町 ７月１３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 1-3 

空知 岩見沢市 
７月１０日 一般 給取 

岩見沢市民会館まなみーる 岩見沢市 9条西 4丁目 1 
７月１１日 一般 給取 

上川 
旭川市 

６月２６日 一般 給取 
道北経済センタービル 旭川市常盤通 1丁目 

６月２７日 一般 給取 

士別市 ７月２５日 一般 給取 士別市民文化センター 士別市東 6条４丁目 

留萌 留萌市 ６月１５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２４日 一般 給取 消防コミュニティーホール 稚内市港 5丁目 1-37 

オホーツク 

網走市 ８月１０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 ８月 ９日 一般 給取 北見市民会館 北見市常磐町 2丁目 1-10 

紋別市 ８月２１日 一般 給取 紋別市民会館 紋別市潮見町 1丁目 4-3 

胆振 

室蘭市 

７月 ３日 一般 コンビ 

消防総合庁舎研修ホール 室蘭市東町 2丁目 28-7 ７月 ４日 コンビ 給取 

７月 ５日 一般  

苫小牧市 

６月２０日 一般 給取 

苫小牧市民会館 苫小牧市旭町 3丁目 2-2 ６月２１日 コンビ 給取 

６月２２日 一般 コンビ 

日高 浦河町 ７月１８日 一般 給取 日高東部消防組合 浦河町築地 1丁目 2-9 

十勝 帯広市 
７月１９日 一般 給取 

とかちプラザ 帯広市西 4条南 13 丁目 1 
７月２０日 一般 給取 

釧路 釧路市 
６月 ７日 一般 給取 

アクアベール 釧路市栄町 8丁目 3 
６月 ８日 一般 給取 

根室 
根室市 ７月３１日 一般 給取 根室市消防庁舎 根室市大正町 1-30 

中標津町 ８月 ２日 一般 給取 中標津消防署講堂 中標津町丸山 2丁目 22 

 

第２回保安講習日程 
支庁 開催地 講習日 午前 午後 講習会場 住所 

石狩 
札幌市 

１０月１６日 一般 給取 
北海道自治労会館 札幌市北区北 6条西 7丁目 

１２月 ７日 一般 給取 

千歳市 １１月 ８日 一般 給取 千歳市防災学習交流センターそなえーる 千歳市北信濃 631-11 

渡島 函館市 １１月 ６日 一般 給取 函館市民会館 函館市湯川町 1丁目 32-1 

後志 
小樽市 １０月１０日 一般 給取 小樽市公会堂 小樽市花園 5丁目 2-1 

岩内町 １０月 ４日 一般 給取 岩内地域人材開発センター 岩内町字東山 8-16 

空知 
岩見沢市 １０月 ２日 一般 給取 岩見沢市民会館まなみーる 岩見沢市 9条西 4丁目 1 

滝川市 １１月 １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 １１月１３日 一般 給取 道北経済センタービル 旭川市常盤通 1丁目 

オホーツク 北見市 １０月３０日 一般 給取 北見市端野町公民館 北見市端野町 2区 471-11 

胆振 

室蘭市 
１０月１１日 コンビ 給取 

消防総合庁舎研修ホール 室蘭市東町 2丁目 28-7 
１０月１２日 一般  

苫小牧市 
１０月１８日 一般 コンビ 

苫小牧市民会館 苫小牧市旭町 3丁目 2-2 
１０月１９日 一般 給取 

十勝 帯広市 １０月２５日 一般 給取 とかちプラザ 帯広市西 4条南 13 丁目 1 

釧路 釧路市 １０月２３日 一般 給取 アクアベール 釧路市栄町 8丁目 3 

 


