
船舶職員養成訓練開催要項 
（第５回 ４・５級海技士研修） 

 

主催：（公財）日本船員雇用促進センター (SECOJ) 

実施： 愛南町 

 

１.講習科目及び募集人員 

４・５級海技士（航海・機関）免状研修  航海科 25 人、機関科 25 人 

  ※応募者多数の場合は、抽選となります。 

 

２．講習期間 

平成 30 年９月 25 日（火） ～ 平成 30 年 11 月 26 日（月） 

 

３．会  場 

愛南町西海町民会館  愛媛県南宇和郡愛南町船越 1057 番地 

 

４．対象者 

雇用船員、船員保険任意継続加入者又は離職船員 

（免許を取るための乗船履歴が必要です。） 

 

５．受講料 

無 料（※交通費・食費・宿泊費及び教科書代・受験費用は個人負担） 

 

６．国家試験 

平成 30 年 11 月 27 日（火）～平成 30 年 12 月１日（土）【当地で実施】 

 

７．募集期間及び申込先 

平成 30 年７月 1 日（日）～平成 30 年 9 月４日（火） 

愛南町役場西海支所 ℡：0895-82-1111 

〒798-4292 愛媛県南宇和郡愛南町船越 1289 番地１ 
   

公益財団法人 日本船員雇用促進センター 

  http://www.secoj.com （SECOJ ホームページからも受講申し込みができます。） 

 

８．必要な書類 

 

・事前に提出する書類  １部提出 

（１） 受講申込書（愛南町提出用・履歴等記入） 

（２） 訓練受講申込書（SECOJ 提出用） 

（３） 船員手帳の履歴の写し及び乗船履歴証明の写し（必要に応じて） 

 



 

 

・講習開始時に持参するもの 

（１） 住民票１通（本籍地記載のもの） 

（２） 船員手帳 

（３） 写真９枚（国家試験等４枚・免許講習等４枚・予備１枚） 

（６か月以内に撮影した写真縦３㎝×横３㎝、スピード写真は不可） 

・無帽かつ正面上半身無背景のもの・裏面に氏名及び生年月日を記載 

（４） 海技免状（保持者のみ・小型船舶免許含む） 

（５） 乗船履歴証明（必要に応じて） 

（６） 印鑑 

（７） 受講決定通知書（SECOJ から送付されたもの） 

（８） 船員保険被保険者証（雇用船員、船員保険任意継続加入者のみ） 

（９） 受講指示書（離職船員で職安から受講指示書が出ている方のみ） 

 

 

９．必要経費（概算） 

【４・５級海技士講習】 

費用項目 金 額 備 考 

国家試験手数料 

(1)筆記試験印紙代  3,500円 

(2)口述試験印紙代  3,700円 

(3)身体検査印紙代    870円 

(4)申請手数料    10,000円 

合計     18,070円 

国家試験の申請等を民

間の海事事務所に依頼

します。 

教材費 
航海科   約 26,000円 

機関科   約 23,000円 

テキスト代、問題集代、

法規代等（航海科はコ

ンパス、デバイダー、

三角定規等の代金含

む） 

その他 

コピー代 

国家試験申請前身体検査代等 

合計    約 8,000円 

 

※  上記の金額は昨年度の実績額ですが、項目により金額の増減がある場合が

あります。（交通費、食費、宿泊費などは含まれていません。） 

     また、国家試験に合格したときは、上記の費用のほかに免許交付等の手数

料がかかります。 

 

 

 

 

 



 

※※※※免許講習免許講習免許講習免許講習についてについてについてについて    

 

海技士免許を取得するときは、国家試験の合格のほかに「海技免許講習」を

終了することが義務付けられています。他の海技免許取得時に終了している方

は受講する必要はありませんが、初めての方はこの機会に受講することをお勧

めします。 

 

 

免許講習開催要項 
（第９回 STCW 条約適応免許講習） 

 

主催：(一財)四国船舶職員養成協会(SEIS) 

実施： 愛南町 

 

１．講習科目及び募集人員 

３～６級海技士（航海・機関）免状取得のための免許講習 

航海科 25 人、機関科 25 人  

        ※応募者多数の場合は、抽選となります。 

 

２．講習期間及び場所   平成 30 年 12 月３日（月）～平成 30 年 12 月 20 日（金） 

 

講習科目名 期  間 場  所 

消火講習 12 月３日(月) 愛南町(愛媛県) 

西海町民会館 航海・機関英語 12 月４日(火)・５日(水) 

救命講習 12 月７日(金)・８日(土) 尾道市(広島県) 

一般財団法人 

尾道海技学院 

〒722-0025 

広島県尾道市栗原東二丁目

18-43 

ﾚｰﾀﾞｰ観測者講習 12 月 10 日(月)～12 日(水) 

ﾚｰﾀﾞｰ ARPA講習（1班） 12 月 13 日(木)・14 日(金) 

ﾚｰﾀﾞｰ ARPA講習（2班） 12 月 15 日(土)・16 日(日) 

ﾚｰﾀﾞｰ ARPA講習（3班） 12 月 17 日(月)・18 日(火) 

ﾚｰﾀﾞｰ ARPA講習（4班） 12 月 19 日(水)・20 日(木) 

 

 

３．基本会場    愛南町西海町民会館 愛媛県南宇和郡愛南町船越 1057 番地 

 

４．対象者     雇用船員、船員保険任意継続加入者又は離職船員  

           （第５回 ４・５級海技士研修の受講者）  

５．受講料     無 料 

※教本代・宿泊費等は個人負担です。 

 



 

６．募集期間及び申込先 

平成 30 年７月１日（火）～平成 30 年 11 月９日（金） 

愛南町役場西海支所 ℡：0895-82-1111 

 

 

７．必要な書類 

・事前に提出する書類  １部提出 

（１） 免許講習受講申込書（SEIS四国提出用）（尾道海技学院用）各 1 通 

※ 養成訓練期間中に申請できます。 

（２） 海技免状の写し（小型船舶等の操縦免許証を含む。） 

（３） 写真 各申請書に１枚 

（６か月以内に撮影した無帽かつ正面上半身無背景のもので 

縦３cm×横３cm 写真の裏面に氏名及び生年月日を記載する。） 

 

・講習開始時に持参するもの 

（１） 船員保険被保険者証（該当者のみ。任意継続も含む。） 

（２） 写真３枚（６か月以内に撮影した無帽かつ正面上半身無背景のもので縦

３cm×横３cm 写真の裏面に氏名及び生年月日を記載する。） 

    ※ 養成訓練受講前に写真を提出された場合は、必要ありません。 

（３） 印鑑 

（４） その他 

・救命講習及び消火講習は、タオル・軍手・作業服・雨具・水着・ 

着替えの準備が必要です。 

・レーダー観測者講習は、三角定規・デバイダー・コンパスが必要 

です。 

 

 

８．必要経費（概算） 

【３～６級海技士免許講習】 

費用項目 金 額 備 考 

講習料 無料  

教本代 
航海科  約 4,000円 

機関科  約 2,500円 

※最新の教本を譲り受

けたものは使用可 

※上記の金額は昨年度の金額であり、金額が変更している可能性があります。講

習にかかる交通費、食費、宿泊費は含まれていません。 
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会場：愛南町西海町民会館（愛南町船越 1057 番地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛南町西海町民会館全景 


