令和4年7月11日

令和４年度
地下タンク等及び移動貯蔵タンク定期点検技術者講習に関してのご案内
一般財団法人全国危険物安全協会
業務課
平素、当協会の業務につきまして、格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、先にご案内したオンライン講習の受講要領を含めて、初回講習・定期講習に関して改めて
ご案内をさせていただきます。ご確認の上、誤りのないように申請作業・移行更新作業をお願い
します。
記
令和4年度の講習から、これまでの対面講習に加えオンラインでの講習を導入します。あわせて、オン
ラインでの申請や電子修了証発行など、マイページ上で便利なサービスを開始します。
【対象となる講習】
 地下タンク等定期点検技術者講習（初回講習／定期講習）
 移動貯蔵タンク定期点検技術者講習（初回講習／定期講習）
【マイページからできる主なサービス】
オンライン講習の受講はもちろん、各講習の申請、初回講習の科目免除申請、受講期限延長申請（1年
間）、電子修了証の発行・更新、住所・連絡先・勤務先情報の変更などを行うことが出来ます。
【オンライン接続の推奨環境】
インターネットに接続できるパソコン又はスマートフォンが必要となります。推奨環境は以下を参照
願います。
推奨環境

OS

パソコン

 サポート対象期間中のMicrosoft Windows
（10／11）
 macOS（macOS 10.15以降）

 Microsoft Edge 最新版
 Google Chrome 最新版
 Safari 最新版

 iOS最新から2つのメジャーバージョン
 Android8.0以降

 iOS：Mobile Safari
 Android：Chrome

スマートフォン
・タブレット

ブラウザ

【サービス開始予定】

2022年8月1日（月）9:30

申請受付開始

現在「紙の修了証」をお持ちの方向けに、2022年7月26日（火）9:30より、マイページを作成するた
めの移行画面の運用を開始します。詳しくは「移行者向けのご案内」をご覧ください。

https://www.zenkikyo.jp

【令和4年度講習概要一覧】
講習名

初回/定期

講習開催日程

受講料

オンライン講習：4クール設定

初回講習

第１期 10月 1日（土）～ 10月31日（月）
第２期 11月 1日（火）～ 11月30日（水）
第３期 12月 1日（木）～ 12月31日（土）
第４期
1月 1日（日）～ 1月31日（火）

対面講習：札幌・東京・大阪・福岡
札幌
東京
大阪
福岡

地下タンク等
定期点検技術者講習

39,600円（税込み）

8月24日（水） 8月25日（木）
11月 8日（火）11月 9日（水）
10月 6日（木）10月 7日（金）
9月15日（木） 9月16日（金）

オンライン講習：4クール設定
第１期 10月 1日（土）～ 10月31日（月）
第２期 11月 1日（火）～ 11月30日（水）
第３期 12月 1日（木）～ 12月31日（土）
第４期
1月 1日（日）～ 1月31日（火）

定期講習

10,450円（税込み）

対面講習：札幌・東京・大阪・福岡
札幌
東京
大阪
福岡

8月23日（火）
11月 7日（月）
10月 5日（水）
9月14日（水）

オンライン講習：4クール設定

初回講習

第１期 10月 1日（土）～ 10月31日（月）
第２期 11月 1日（火）～ 11月30日（水）
第３期 12月 1日（木）～ 12月31日（土）
第４期
1月 1日（日）～ 1月31日（火）

対面講習：札幌・東京・大阪・福岡

39,600円（税込み）

札幌
9月27日（火） 9月28日（水）
東京 11月21日（月）11月22日（火）
大阪 11月17日（木）11月18日（金）
福岡 10月20日（木）10月21日（金）

移動貯蔵タンク
定期点検技術者講習

オンライン講習：4クール設定

定期講習

第１期 10月 1日（土）～ 10月31日（月）
第２期 11月 1日（火）～ 11月30日（水）
第３期 12月 1日（木）～ 12月31日（土）
第４期
1月 1日（日）～ 1月31日（火）

対面講習：札幌・東京・大阪・福岡
札幌
東京
大阪
福岡

10,450円（税込み）

9月26日（月）
12月 6日（火）
11月16日（水）
10月19日（水）

各講習には申請期間が設定されていますので期間中に申請を行う必要があります。
講習の詳細については、2022年8月1日（月）9:30オープンのWEBサイトでご確認ください。
「地下タンク等・移動貯蔵タンク定期点検技術者講習」初回講習申請の流れ
移行者向けのご案内

「紙の修了証」をお持ちの方へ

→

★インターネット環境が無い場合は、当協会までご連絡ください。

→

「地下タンク等・移動貯蔵タンク定期点検技術者講習」初回講習申請の流れ
初回講習の申請をご希望の方は下記サイトから新規登録を行い、マイページからご希望の講習を選択し、申
請をお願いします。

2022年8月1日（月）9:30から利用可能

1.WEBサイトへアクセス

https://www.zenkikyo.jp
2.新規登録

パソコン画面イメージ

スマートフォン
画面イメージ



拡大

画面右上にある「新規登録」を押します

3.新規登録画面






会員登録画面が表示されます
氏名を入力 苗字と名前の間にスペースを入れる
メールアドレスを2カ所に入れる
「確認する」を押す




氏名とメールアドレスを確認
よろしければ「送信する」を押す

4.メールアドレス登録

修正が必要な場合は、「戻る」で修正
 「仮登録が完了しました。」と表示されます
 ご入力いただいたメールアドレス宛に「地下タンク
等・移動貯蔵タンク定期点検技術者講習」新規会員登
録仮登録のご案内をお送りしましたのでご確認くださ
い。確認メールが届いていない場合には、メールアド
レスが誤っているか、確認メールが迷惑メールフォル
ダ等に振り分けられている可能性がありますので、再
度ご確認をお願いいたします
 メールに記載されているリンクから、引き続き、本登
録にお進みください。本登録は、この操作から3時間以
内に行う必要があります。3時間経過した場合は、「3.
新規登録画面」からはじめてください

5.メールを確認する
「地下タンク等・移動貯蔵タンク定期点検技術者講習」新規会員登録仮登録のご案内
日本 花子

様

このたびは全国危険物安全協会が運営する「地下タンク等・移動貯蔵タンク定期点検技術者講習」へ登録いただき、
誠にありがとうございます。
仮登録を行いましたので、以下のURLをクリックし、3時間以内に本登録を完了してください。
https://www.zenkikyo.jp/sognup/reghst/70eaxx9-9017-ffa-bdxxxxxx
3時間を経過しますと仮登録の内容は消去されますのでご注意ください。

 メールの文中にあるURLをクリックして画面を表示
 URLが改行されている場合、途中で切れている場合がありますので、その場合はURLをすべてコピーし
てブラウザにペーストして画面を表示

6.「会員登録」画面が表示されます
 ※印の項目は入力が必須ですので入力を進めてください

XXXXXX@XXXXX.JP
XXXXXXXXXXX

市区町村番地

建物名

市区町村番地

建物名

 ここに表示されている「ログインID」は今後マイページ
に入るために重要な情報になります。本登録後に送信さ
れるメールにも記載されますが、大切に保管してくださ
い。

 パスワードの設定では、英数半角8文字以上、大文字の
英字と小文字の英字の両方とも使い、数字も少なくとも
1個以上いれて設定します。
使用可能な記号は（-_+!#$)。
パスワードは大切に保管してください

 入力が終わったら、下記の利用条件をご確認いただき、
よろしければ「上記の内容に同意する」にチェックを入
れて、「確認する」ボタンを押してください
※チェックを入れないと、「確認ボタン」は押すことが
できません

7.入力内容確認画面が表示されます
 内容をご確認いただき、よろしければ「登録・マイ
ページへ移動する」を押してください
 メールアドレスに確認のメールを送信しますので、
メール内容をご確認ください
 画面は、マイページに移動しますので、そのまま初回
講習の申請におすすみください

XXXXXX@XXXXX.JP
XXXXXXXXXXX

市区町村番地
建物名

XXXXXXXXXXX

市区町村番地
建物名

8.マイページが表示されます
日本 太郎

 マイページ中央にある講習ガイドからご希望の初回講
習をお選びいただき、申請をすすめてください

 申請手続きの詳細はマイページでご確認ください

新規登録後
「ログインID/パスワード」でマイページを利用できます。
忘れないように大切に保管してください。

移行者向けのご案内

「紙の修了証」をお持ちの方へ

紙の修了証をお持ちの方は、インターネット上に移行者向けの専用画面をご用意しています。こちらから移
行していただき、マイページの作成を行ってください。お手元に「紙の修了証」をご準備して始めてくださ
い。※定期講習の申請受付開始は8月1日9:30以降になりますのでご注意ください。
2022年7月26日（火）9:30から利用可能

1.移行者向け専用画面を開く

https://www.zenkikyo.jp/mypage/reregistration-by-number





修了証の種類を選択
修了証番号入力
生年月日（西暦）入力
「ログイン」を押す

2.画面に氏名／氏名（カナ）が表示されます
 表示されている氏名／氏名（カナ）を確認して、違う
人の名前が表示された場合は、操作を止めて、当協会
までご連絡ください
 正しい名前であれば、メールアドレスを入力
 「確認する」を押す
日本 太郎
ニホン

タロウ

お名前の漢字が「外字」などで表示できない場合があります。
氏名（カナ）でご確認ください

3.確認画面が表示されます
 表示された内容に問題が無ければ「送信する」を押す

日本 太郎
ニホン

タロウ

XXXXXX@XXXXX.JP

 「仮登録が完了しました。」と表示されます
 ご入力いただいたメールアドレス宛に「地下タンク
等・移動貯蔵タンク定期点検技術者講習」移行・再登
録の仮登録に関するご案内メールをお送りしましたの
でご確認ください。確認メールが届いていない場合は、
メールアドレスが誤っているか、確認メールが迷惑
メールフォルダ等に振り分けられている可能性があり
ますので、再度ご確認をお願いいたします。
 メールに記載されているリンクから、引き続き、本登
録にお進みください。本登録は、この操作から3時間以
内行う必要があります。3時間経過した場合は、「1.移
行者専用画面を開く」からはじめてください。

4.メールを確認する
「地下タンク等・移動貯蔵タンク定期点検技術者講習」移行・再登録の仮登録に関するご案内
日本 太郎 様
全国危険物安全協会が運営する「地下タンク等・移動貯蔵タンク定期点検技術者講習」移行・再登録の仮登録をいた
だき、 誠にありがとうございます。
仮登録を行いましたので、以下のURLをクリックし、3時間以内に本登録を完了してください。
https://www.zenkikyo.jp/segnup/rigist/fbd3xxxxxxx72cd-df23-4106-a2c9
3時間を経過しますと仮登録の内容は消去されますのでご注意ください。

 メールの文中にあるURLをクリックして画面を表示
 URLが改行されている場合、途中で切れている場合がありますので、その場合はURLをすべてコピーし
てブラウザにペーストして画面を表示

5.「移行者・再登録者本登録」画面が表示されます
 紙の修了証発行時に登録した情報が入力されていますの
で情報が古い場合は上書きして修正します。
※印の項目は入力が必須です
 氏名で使われている漢字が「外字」などで表示できない
場合は、申し訳ありませんが常用漢字で代用願います

XXXXXX@XXXXX.JP
XXXXXXXXXXX

000-0000

市区町村番地

XXXXXXXXXXX
建物名

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

000-0000

XXXX
市区町村番地

XXXXXXXXXXX
建物名

XXXXXXXXXXX

XXX-XXX-XXXX

 ここに表示されている「ログインID」は今後マイページ
に入るために重要な情報になります。本登録後に送信さ
れるメールにも記載されますが、大切に保管してくださ
い。

 パスワードの設定では、英数半角8文字以上、大文字の
英字と小文字の英字の両方とも使い、数字も少なくとも
1個以上いれて設定します。
使用可能な記号は（-_+!#$)。
パスワードは大切に保管してください
 入力が終わったら、下記の利用条件をご確認いただき、
よろしければ「上記の内容に同意する」にチェックを入
れて、「確認する」ボタンを押してください
※チェックを入れないと、「確認ボタン」は押すことが
できません

6.入力内容確認画面が表示されます
 内容をご確認いただき、よろしければ「登録・マイ
ページへ移動する」を押してください
 メールアドレスに確認のメールを送信しますのでメー
ル内容をご確認ください
 画面は、マイページに移動しますので、そのまま講習
の申請等におすすみください

日本 太郎
ニホン

タロウ

XXXXXX@XXXXX.JP
XXXXXXXXXXX

市区町村番地
建物名

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXX-XXX-XXXX
XXXXXXXXXX

XXXX
市区町村番地

XXXXXXXXXX

建物名

XXXXXXXXXX
XXX-XXX-XXXX

7.マイページが表示されます
日本 太郎

 マイページ中央にある「講習ガイド」で講習の案内を
確認できます
更新が必要な場合、対象となる定期講習の申請ボタンが表
示されますので、画面を確認いただき申請手続きをすすめ
ます

 申請手続きの詳細はマイページでご確認ください
 電子修了証の発行についてもマイページでご確認くだ
さい

移行完了後
「ログインID/パスワード」でマイページを利用でき
ます。忘れないように大切に保管してください。

