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受講料無料受講料無料

海技資格取得への挑戦！

Seamen,s Employment Center of Japan
公益財団法人日本船員雇用促進センター

技能訓練実施計画のご案内

技能訓練技能訓練

お申し込みについて

開講日の２ヵ月前の月の１日から募集を開始します。

雇用船員は所属会社のご担当者が、離職船員は受講するご本
人がお申し込み下さい。

インターネットでお申し込み下さい。 お電話での申し込みは受
け付けておりません。

インターネットを利用できない場合は、訓練受講申込書（紙）で
の申込もできますのでお申し出ください。

①雇用船員、船員保険任意継続者、離職船員が無料で受講できます。 
②訓練の詳細は、船員トレーニングネットの「募集案内」をご覧下さい。 
③応募者が僅少の場合は中止することがあります。 
④開催・日程や開催地等は、状況により中止又は変更することがあります。
⑤事務処理の都合上、募集案内が出る前の申込は原則として受け付けません。
⑥訓練の受講決定は、当センターからの「受講決定通知」（メール等）にて連絡し
　ますので、ログイン後マイページより、受講票・受講案内をご確認下さい。

お申し込み先

インターネット申込の場合

（注）

■ 船員トレーニングネット
PC・スマートフォン・タブレットで右記QRコード
から簡単にお申し込みできます。
https://training.secoj.com/

郵送・FAX 申込の場合

メールでのお問い合せは

［雇用促進部］  kunren@secoj.com

事業の運営
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Seamen,s Employment Center of Japan

日本船員雇用促進センター
（法人番号  9010005004144）

〒104-0043 東京都中央区湊1-6-11 ACN八丁堀ビル6F

TEL.03-3523-5991 FAX.03-3523-5995

https://www.secoj.com/

当センターの訓練事業は、国庫補助金（国土交通省・厚生労働省）、
漁業団体からの負担金及び船会社等からの賛助会費等により実
施しています。

海技免許等、船の資格が取れる
各種講習を無料で実施！！

訓練受講について

受講料 【無料】

旅費・宿泊費・食費・受験申請料・教材費・その他必要経費は自己
負担です。

離職船員の方へ

《 資格取得を応援します！! 》

あなたの参
加を

お待ちして
います。

当センター主催の船舶職員養成訓練のうち、１ヵ月以上の訓練を
受講する場合は、公共職業訓練等の制度が利用できます。
失業保険の受給者は運輸局長等から受講指示を受けると、下記
の手当が支給され、その期間継続されます。

　　　　【移転費（旅費）】 【寄宿手当】 【技能習得手当】
　　　　【受講手当】 【通所手当（交通費）】

詳細は、最寄りの運輸局等船員職業安定窓口までお問い合わせ下
さい。

海上の職場で働く船員には、職務に応じて資格、技能及び知識が必

要です。 また、船舶に関する技術革新、国際的な安全基準の強化、保

安意識の高まりにより、常に、船員の技能、知識の向上を図ることが

大切です。 SECOJは1978年に発足し、法律に基づき船員の技能訓

練事業を行う公益法人として国土交通大臣の指定を受けました。 以

来、国の補助金や海事関係者の協力を得て、船員の資格の取得、技

能及び知識の向上に役立つ訓練を無料で実施し、多くの船員の皆様

を応援してきました。 2023年度も技能訓練を別記のとおり実施し

ます。 これらの訓練はあなたの職場できっと役立つことでしょう。 

公益財団法人

〒104-0043 東京都中央区湊１丁目６-11 ACN八丁堀ビル６Ｆ
公益財団法人日本船員雇用促進センター 雇用促進部 宛
FAX：03-3523-5995



船舶職員養成訓練

① ３級海技士研修（航海科・機関科）45日間

② 4～5級海技士研修（航海科・機関科）45日間

③ ６級海技士研修

（機関科）※第一種養成講習

（航海科・機関科）

［受講対象者］ 雇用船員、船員保険任意継続者、離職船員
※各級の海技士免許の取得には、２の海技免許講習の修了も必要です。

海技免許講習
［受講対象者］ 雇用船員、船員保険任意継続者、離職船員
※１の船舶職員養成訓練を同時に受講する方に限ります。

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

04/11～06/05

06/05～07/28

08/02～09/04

09/12～11/11

09/19～11/13

01/16～03/07

気仙沼 （気仙沼市水産振興協会）

下　関 （関門海技協会）

尾　道 （尾道海技学院）※

西　海 （愛南町西海公民館）

三　角 （九州海技学院）

広　島 （広島海技学院）

第１回

第２回

第３回

08/24～09/04

11/17～11/27

01/23～01/31

三　角 （九州海技学院）

広　島 （広島海技学院）

下　関 （関門海技協会）

第１回 07/21～12/25 尾　道 （尾道海技学院）

第１回

第２回

08/14～10/17

12/08～02/05

広　島 （広島海技学院）

下　関 （関門海技協会） 

① ３級海技士研修向け（航海科・機関科）
※４～５級海技士の免許受有者は、上級英語の講習期間を２日間短縮できます。

※尾道（4級は8/2開始で30日間、5級は8/8開始で25日間）

上級航海英語

上級機関英語

その他

09/26～10/07

09/26～10/05

10/27～11/05

上級航海英語

上級機関英語

その他

02/10～02/21

02/11～02/20

03/16～03/27

広島
（広島海技学院）

下関
（関門海技協会）

第１回

第２回

（機関科）※第一種養成講習

（航海科・機関科）

② ４～５級海技士研修向け（航海科・機関科）

③ ６級海技士研修向け

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

06/11～06/25

08/06～08/23

09/09～09/18

11/20～12/05

11/19～12/14

03/18～03/31

気仙沼 （気仙沼市水産振興協会）

下　関 （関門海技協会）

尾　道 （尾道海技学院）

西　海 （愛南町西海公民館）

三　角 （九州海技学院）

広　島 （広島海技学院）

第１回

第２回

第３回

09/06～09/14

11/29～12/04

02/05～02/10

三　角 （九州海技学院）

広　島 （広島海技学院）

下　関 （関門海技協会）

第１回 10/09～10/11 尾　道 （尾道海技学院）

ECDIS シミュレータ訓練
登録電子海図情報表示装置講習

［受講対象者］ 雇用船員、船員保険任意継続者、離職船員

深江 （神戸シミュレーションセンター）
※ 古野電気／東京計器／日本無線

芦屋 （海技大学校）
※ 日本無線

芦屋 （海技大学校）
※ 日本無線

芦屋 （海技大学校）
※ 日本無線

深江 （神戸シミュレーションセンター）
※ 古野電気／東京計器／日本無線

深江 （神戸シミュレーションセンター）
※ 古野電気／東京計器／日本無線

芦屋 （海技大学校）
※ 日本無線

芦屋 （海技大学校）
※ 日本無線

芦屋 （海技大学校）
※ 日本無線

深江 （神戸シミュレーションセンター）
※ 古野電気／東京計器／日本無線

深江 （神戸シミュレーションセンター）
※ 古野電気／東京計器／日本無線

深江 （神戸シミュレーションセンター）
※ 古野電気／東京計器／日本無線

※使用機器メーカー

(注）雇用船員、
船員保険任意継続者が
受講対象です。

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

06/12～06/16

07/10～07/14

07/31～08/04

08/21～08/25

09/11～09/15

10/02～10/06

10/23～10/27

11/06～11/10

12/04～12/08

12/18～12/22

01/22～01/26

02/26～03/01

タンカー研修

海上防災訓練標準コース（５日間）
［受講対象者］ 雇用船員、船員保険任意継続者、離職船員

第１回

第２回

第３回

第４回

06/12～06/16

07/24～07/28

08/28～09/01

09/25～09/29

第５回

第６回

第７回

10/23～10/27

11/20～11/24

12/18～12/22

無線関係講習

① 第３級海上無線通信士（船舶局無線従事者証明新規訓練を含む）
［受講対象者］ 雇用船員、船員保険任意継続者

② 第１級海上特殊無線技士
［受講対象者］ 雇用船員、船員保険任意継続者、離職船員

③ 船舶局無線従事者証明新規訓練
［受講対象者］ 雇用船員、船員保険任意継続者、離職船員

第１回

第２回

05/16～06/01

11/28～12/15

第１回

第２回

第３回

第４回

06/26～07/04

08/01～08/07

10/20～10/26

02/22～02/27

気仙沼 （気仙沼市水産振興協会）

三　角 （九州海技学院）

広　島 （広島海技学院）

下　関 （関門海技協会）

横須賀 （海上災害防止センター）

東京
（日本無線協会）

第１回

第２回

08/29～08/31

11/10～11/12

東　京 （日本無線協会）

気仙沼 （気仙沼市水産振興協会）

STCW 条約基本訓練講習
［受講対象者］ 雇用船員

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

06/20～06/21

06/27～06/28

07/04～07/05

10/10～10/11

11/08～11/09

11/21～11/22

九州 (日本サバイバルトレーニングセンター）

関西 (海技大学校)

関東 (日本船舶職員養成協会）

九州 (日本サバイバルトレーニングセンター)

関東 (日本船舶職員養成協会）

関西 (海技大学校)

訓練実施場所

【東京】 公益財団法人 日本無線協会
〒104-0053 東京都中央区晴海3-3-3 江間忠ビル3F
TEL．03-3533-6027

【気仙沼】 気仙沼市水産振興協会
〒988-0037 宮城県気仙沼市魚市場前8-25
TEL．0226-23-6270

※詳細は［船員トレーニングネット］をご覧下さい。

【関東】 一般財団法人 日本船舶職員養成協会
〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３
TEL．045-628-1525

【横須賀】 一般財団法人 海上災害防止センター
〒238-0005 神奈川県横須賀市新港町13
TEL．046-826-3660

【芦屋・関西】 独立行政法人海技教育機構 海技大学校
〒659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町12-24
TEL．0797-38-6235

【深江】 株式会社 日本海洋科学
〒658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町5-1-1（深江キャンパス）
TEL．044-548-9145（川崎本社）

神戸シミュレーションセンター
（神戸大学海事科学部内)

【尾道】 一般財団法人 尾道海技学院
〒722-0025 広島県尾道市栗原東2-18-43
TEL．0848-37-8111

【広島】 一般社団法人 広島海技学院
〒734-0012 広島県広島市南区元宇品町41-18
TEL．082-255-8700

【下関】 一般財団法人 関門海技協会
〒750-0066 山口県下関市東大和町2-3-25
TEL．083-266-4029

【西海】 愛南町 西海支所（受付）
〒798-4292 愛媛県南宇和郡愛南町船越1289-1
TEL．0895-82-1111 　　
［講習場所］西海公民館（西海町民会館） 愛媛県南宇和郡愛南町船越1057

【九州】 日本サバイバルトレーニングセンター
〒804-0076 福岡県北九州市戸畑区銀座2-6-27
TEL．093-884-2020

【三角】 JML 九州海技学院
〒869-3207 熊本県宇城市三角町三角浦1193
TEL．0964-52-2451
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