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●講習会のご案内は、会員に適宜、個別にお知らせいたしますが、東北支部のホームページに掲載いたしま

すので、所要事項を確認のうえ、お申込みください。

●定員になり次第締切りますので、お早めにお申し込みください。

おお願願いい：：FFAAXX ををごご利利用用のの際際はは、、誤誤送送信信防防止止ののたためめ、、番番号号をを再再確確認認ののううええ送送信信くくだだささいい。。  
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3．第一種電気工事士定期講習
　電気工事士法第4条の3に基づき、第一種電気工事士免状の交付を受けた方を対象とした自家用電気工作物の保安に関する講習会です。

県別 開催地 開　催　月　日 講　習　会　場
青森県 青森市  4月20日（水） リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
宮城県 仙台市  5月17日（火） 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
新潟県 新潟市  7月   9日（土） 新潟ユニゾンプラザ
山形県 山形市  7月15日（金） 山形テルサ
秋田県 秋田市  7月28日（木） フォーラム・アキタ
岩手県 奥州市  8月   4日（木） 奥州市文化会館（Zホール）
岩手県 奥州市  8月   5日（金） 奥州市文化会館（Zホール）
新潟県 新潟市  8月22日（月） 新潟ユニゾンプラザ
宮城県 仙台市  9月13日（火） 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
岩手県 盛岡市  9月21日（水） 岩手県民情報交流センター（アイーナ）
山形県 酒田市 10月   1日（土） 調整中
岩手県 盛岡市 10月   6日（木） 岩手県民情報交流センター（アイーナ）
福島県 郡山市 10月20日（木） 郡山ユラックス熱海
青森県 八戸市 10月26日（水） ユートリー
福島県 福島市 11月   9日（水） とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター）
青森県 八戸市 11月22日（火） ユートリー
福島県 郡山市 12月14日（水） 郡山ユラックス熱海
宮城県 仙台市  1月17日（火） 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
宮城県 仙台市  2月   7日（火） 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
青森県 青森市  2月15日（水） リンクステーションホール青森（青森市文化会館）

4．認定電気工事従事者認定講習
　一般財団法人電気工事技術講習センターのホームページに開催案内が掲示されますので、それにしたがって申込を行なってください。

県別 開催地 開　催　月　日 講　習　会　場
宮城県 仙台市 3月予定 調整中
宮城県 仙台市 3月予定 調整中

5．電気安全講習会
　受付窓口については、当支部ホームページ「電気安全東北委員会」に掲載しております。

県別 開催地 開　催　月　日 講　習　会　場
福島県 会津若松市 7月   6日（水） 会津若松市文化センター
新潟県 新発田市 7月   7日（木） 新発田市生涯学習センター
山形県 酒田市 7月   8日（金） 酒田市総合文化センター
青森県 弘前市 7月12日（火） アートホテル弘前シティ
秋田県 大仙市 7月13日（水） 大曲市民会館
岩手県 盛岡市 7月14日（木） 岩手県民情報交流センター（アイーナ）
宮城県 石巻市 7月15日（金） 石巻市河北総合センター
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1．一般講習会
　講習実施日や内容など詳細については、開催の約2～ 3ヵ月前に東北支部のホームページに掲載いたします。また、当支部会員の
皆さまには講習会の案内をお送りいたします。
　※受講料の会員とは、当支部会員および講習会の共催団体・後援団体等の加入者となります。
（1）第三種電気主任技術者試験受験準備講習会

開催月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※1

6月15日（水）
 ～ 17日（金）

PARM-CITY131
（仙台市）

対面またはオンライン
各科目
50名

「第三種電気主任技術者試験」（8月21日）の受験予定者を対象に、
3日間で全範囲の理解を深めていただくための講習会です。

（4科目計）
会員　17,600円
一般　22,000円

（2）第三種電気主任技術者試験基礎講習会
講習月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※1

5月20日（金）
 ～ 21日（土）

PARM-CITY131
（仙台市）

対面またはオンライン
各科目
50名 第三種電気主任技術者の資格取得を目指している方を対象に、 

2日間で試験に必要な数学の基礎知識、電気理論の基礎を理解し
ていただくための講習会です。

（2科目計）
会員　13,200円
一般　17,600円2月17日（金）

 ～ 18日（土）
調整中

（仙台市）
対面またはオンライン

各科目
50名

（3）第一種電気工事士試験受験準備講習会
講習月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※1
筆記

9月1日（木）
 ～ 2日（金）

東京エレクトロン
ホール宮城（仙台市） 20名 「第一種電気工事士試験（筆記）」（10月2日）の受験予定者を対象

に、2日間で全範囲の理解を深めていただくための講習会です。
会員　14,300円
一般　17,600円

技能（1回目）
11月5日（土）
　～ 6日（日）

調整中
（仙台市） 16名

「第一種電気工事士試験（技能）」（12月11日）の受験予定者を対象
に、2日間で試験合格に必要な技能を高めていただくための講習
会です。

会員　26,840円
一般　30,360円技能（2回目）

11月19日（土）
　～ 20日（日）

調整中
（仙台市） 16名

（4）第二種電気工事士技能試験受験準備講習会
講習月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※2
6月25日（土）
 ～ 26日（日）

ポリテクセンター宮城
（多賀城市） 20名 「第二種電気工事士試験（技能）」（7月23・24日、12月24・25日）の

受験予定者を対象に、2日間で試験合格に必要な技能を高めてい
ただくための講習会です。（公表問題13問分の材料とテキストを
配布します。）

会員　28,000円
一般　32,000円12月 3日（土）

　～ 4日（日）
ポリテクセンター宮城
（多賀城市） 20名

（5）電気設備技術基準・解釈講習会
講習月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※1

10月28日（金）
調整中

（仙台市）
対面またはオンライン

50名
電気事業法に基づき定められた省令である電気設備に関する技
術基準ならびに省令に定める技術的要件を満たすべき事項を具
体的に定めた解釈について、わかり易く解説します。

会員　5,500円
一般　8,800円

（6）系統連系規程講習会
講習月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※1

11月11日（金）
調整中

（仙台市）
対面またはオンライン

50名
太陽光発電や風力発電などの普及により、分散型電源が増加して
おります。「電気設備の技術基準の解釈」及び「電力品質確保に係
る系統連系技術要件ガイドライン」の内容をより具体的に示した
「系統連系規程」について、わかり易く解説します。

会員　5,500円
一般　8,800円

（7）高圧受電設備規程講習会
講習月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※1

12月16日（金）
調整中

（仙台市）
対面またはオンライン

50名
令和3年3月改訂した「高圧受電設備規程」は、高圧受電設備の設
計、施工、維持、管理に関する技術的事項を具体的かつ詳細に規
定した民間規格です。講習会では重要事項他について、わかり易
く解説します。

会員　5,500円
一般　8,800円

令和4年度 各種講習会開催日程
　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響などにより、講習会日程や会場などが変更となる場合がありますので、あらかじめご了
承ください。
　令和3年度同様に、新型コロナウイルス感染症予防対策を図りながら、実技を伴う講習会については1回あたりの受講者数を限定
し、講習会を開催させていただきます。
　また、従来集合し実施していた対面型講習会の一部をオンライン講習と併用したハイブリッド型として継続実施いたします。

（8）電気関連法規セミナー
開催月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※1

1月19日（木）
調整中

（仙台市）
対面またはオンライン

50名
電気関連業務（特に電気設備の保守・管理）に従事されている方々
を対象として、職務上必要とされる法令（電気事業法、消防法、省
エネ法等）について、最近の改正状況を含め解説します。

会員　6,600円
一般　8,800円

（9）内線規程講習会
開催月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※1

3月17日（金）
調整中

（仙台市）
対面またはオンライン

50名
「内線規程」（令和4年12月改訂予定）は、電気工作物の工事や維持
および運用に関し、保守上守るべき技術的事項を定めた民間規格
です。電気工作物の設計・施工・維持管理に従事される方を対象
に、重要事項や改訂内容について、わかり易く解説します。

会員　5,500円
一般　8,800円

（10）高圧・特別高圧電気取扱特別教育講習会
開催月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※2

10月11日（火）
　～ 12日（水）

（株）ユアテック
人財育成センター
（富谷市）

32名 労働安全衛生法第59条および同規則第36条に基づき、高圧・特別
高圧電気取扱業務従事者への特別教育を事業者に代わり実施し
ます。なお、実技は操作業務のみとなります。修了者には修了証
を発行します。

会員　17,435円
一般　20,900円

10月13日（木）
　～ 14日（金）

（株）ユアテック
人財育成センター
（富谷市）

32名

（11）低圧電気取扱特別教育講習会
開催月日 講習会場 定員 講　　習　　内　　容 受講料※2

 4月27日（水） セントレ東北
（仙台市）

24名

労働安全衛生法第59条および同規則第36条に基づき、低圧電気
取扱業務従事者への特別教育を事業者に代わり実施します。な
お、実技は開閉器の操作のみとなります。修了者には修了証を発
行します。

会員　 8,140円
一般　10,450円

 8月29日（月） 24名

11月30日（水） 新潟ユニゾンプラザ
（新潟市） 24名

12月21日（水） 調整中
（仙台市）

24名
 1月12日（木） 24名

※1　受講料にテキスト（規程、基準）代が含まれていないため、テキスト代が別途必要です。
※2　受講料にテキスト代が含まれています。

2．高圧ケーブル工事技術講習会
講習会は2日間で実施します。（1日目　9：00 ～ 17：00、2日目　9：00 ～ 15：30）　受講料：34,630円

県別 開催地 開　催　月　日 講　習　会　場
宮城県 大崎市  4月25日（月）～ 26日（火） 大崎地域職業訓練センター

青森県 青森市
 5月17日（火）～ 18日（水）

ポリテクセンター青森
 5月19日（木）～ 20日（金）

新潟県 上越市
 5月31日（火）～ 6月   1日（水）

上越人材ハイスクール
 6月   2日（木）～   3日（金）

山形県 鶴岡市
 7月12日（火）～ 13日（水）

株式会社 渡会電気土木 本社
 7月14日（木）～ 15日（金）

秋田県 秋田市
 7月26日（火）～ 27日（水）

秋田県立秋田技術専門校職業訓練センター
 7月28日（木）～ 29日（金）

岩手県 盛岡市  8月   9日（火）～ 10日（水） 岩手中央職業訓練協会

福島県 郡山市
 8月23日（火）～ 24日（水）

県南電気工事協同組合
 8月25日（木）～ 26日（金）

青森県 八戸市  9月13日（火）～ 14日（水） 青森県立八戸工科学院

岩手県 花巻市
 9月21日（水）～ 22日（木）

ポリテクセンター岩手
12月15日（木）～ 16日（金）

新潟県 長岡市
 9月27日（火）～ 28日（水）

ポリテクセンター新潟
 9月29日（木）～ 30日（金）

宮城県 柴田町
10月25日（火）～ 26日（水）

仙南地域職業訓練センター
10月27日（木）～ 28日（金）

福島県 福島市
11月   8日（火）～   9日（水）

ポリテクセンター福島
11月10日（木）～ 11日（金）

山形県 山形市
11月29日（火）～ 30日（水）

（一財）東北電気保安協会総合技術センター
12月   1日（木）～   2日（金）
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