高圧ガス保安法で課せられている耐震規制の最新情報を紹介します。

（）
「高圧ガス保安法に係る
耐震関係規制動向セミナー」のご案内
高圧ガス保安協会
東北地方太平洋沖地震等の地震による高圧ガス施設等の被害を受け、高圧ガス保安
法に係る現行の地震・津波対策の評価、今後に講ずべき対策等についての検討が国に
よりなされており、関係する省令、告示及び KHKS の改正が予定されています。
そこで、社会的に大きく取り扱われた事故への対応や多数の事業者に関係する規制
の見直し・検討の状況と今後の動向について最新の情報を提供するセミナーを開催致
します。
１. 開催日程等 （会場の地図等は６.会場案内図もご覧ください。）
開催地

開

催

日

会

場

定 員

東 京

平成２６年 ３月１８日（火）

中央大学 駿河台記念館

２００名

大 阪

平成２６年 ３月２６日（水）

天満研修センター

１５０名

２. 講習時間割（各講義に質疑応答を含む予定）
時 間（予定）

講 義 内 容

講 師（予定）

１３：００～１３：１０

挨拶等

１３：１０～１４：１０

耐震設計の歴史と今後の展望に
ついて

株式会社プラント耐震設計システムズ

１４：１０～１４：５０

球形貯槽鋼管ブレースに関する
基準

高圧ガス保安協会 総合研究所

１４：５０～１５：００

大野 卓志

休憩
既設配管の耐震性評価関係

１５：００～１５：３０

池田 雅俊

高圧ガス保安協会

～耐震設計基準への適合が義務づけられてい
ない配管系の耐震診断について～

危害予防規程関係
高圧ガス保安協会
１５：３０～１６：１０ ～津波浸水区域の事業者が定める危害予防規程に
に係る津波対策に関する事項の追加について～

１６：１０～１６：３０

高圧ガス部
佐野

孝

高圧ガス部
今井 秀和

質疑応答（総合）

◇受付開始は、１２時３０分頃を予定しています。

３. 参加料
ＫＨＫ会員※(1)(2)
９，０００円（税込） 一般（非会員） １０，０００円（税込）
支部会員※(3)
※会員の参加料が適用されるのは、(１)ＫＨＫ本部にご入会いただいている事業者会員、団体会員及び賛助会員の
従業員、(２)ＫＨＫ本部にご入会いただいている個人会員、(３)ＫＨＫ支部が設けた支部協賛者の従業員となり
ます。都道府県の高圧ガス関係団体(**県高圧ガス保安協会)の会員である方は、会員の参加料は適用されません。

４. お申込み方法
受
付
期
間

１２月９日（月）～（締切日は会場によって異なります。）
◎受付期間中であっても定員に達した場合には締め切ります。
◎締切日以降でも定員に満たない場合は、受付を継続します。各会場の申込先までお問い合わせく
ださい。
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◇「参加申込書」に必要事項をご記入の上、参加料の振込領収書（ＡＴＭ可）のコピーを添えて、
ＦＡＸまたは郵送（いずれか一方）にてお申込みください（振込手数料はお客様のご負担とさせて
いただきます）。お申込先は、参加される会場により異なりますので、「５．申込先・振込先」でご
確認ください。 なお、申込書到着後はご返金いたしかねますのでご了承ください（参加者の変
更は可能です。）。
※インターネット等でお振込の手続きをされた方は、取引明細書等（お振込日、振込ご依頼人名、
振込口座、お振込金額が記載されているもの）を印刷して貼付してください。
◇同一事業所から複数名でお申込みされる場合の参加料は、一括してお振り込みいただいても結
構です。その場合は、振込領収書と全参加者それぞれの申込書を一緒にお送りください。
◇セミナー当日は、参加票をご持参ください。
（開催日の 1 週間前までにお手元に届くように、ＦＡＸまたは郵送にて送付させていただきます）
◇参加料の領収書は、振込銀行発行の領収書をもって代えさせていただきます。

５. お申込・お振込先
会場

申込先

振込口座

みずほ銀行
神谷町支店
普通 1332386
高圧ガス保安協会

高圧ガス保安協会 教育事業部 事業推進課

東

〒105-8447 港区虎ノ門 4-3-13

京

ヒューリック神谷町ビル
Tel: 03-3436-6102

Fax: 03-3459-6613

三井住友銀行
南森町支店
普通 0590940
高圧ガス保安協会 近畿支部

高圧ガス保安協会 近畿支部 セミナー係

大

〒530-0054 大阪市北区南森町 1-4-19

阪

サウスホレストビル
Tel: 06-6312-4051

受付締切日

Fax: 06-6312-1437

３月４日(火)
（４日消印有効）

３月１２日（水）
（１２日消印有効）

６. 会場案内図 ※各会場ともお車でのご来場はご遠慮下さい。
《東京》 ３月１８日（火）
中央大学駿河台記念館
東京都千代田区神田駿河台 3-11-5
（最寄駅）JR 御茶ノ水駅 徒歩約 3 分
東 京 メトロ千 代 田 線 新 御 茶 ノ水 駅 徒 歩 約 3 分

《大阪》 ３月２６日（水）
天満研修センター
大阪府大阪市北区錦町 2-21
（最寄駅）ＪＲ天満駅 徒歩約２分

（受講者情報の取扱いについて）
◇高圧ガス保安協会(KHK)は、講習の申込みをされた方のプライバシーを尊重します。
◇講習申込の際に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集しますが、これらの情報はこの講習の受付のために使用するほか、
高圧ガスに関する講習会・書籍等の情報提供にも使用することがあります。
◇ＫＨＫは、個人情報について適切な管理を行っています。
◇ＫＨＫは、収集した個人情報を次のように使用することはありません。
・申込者の個人情報を外部に意図的に公開・提供すること。
・外部からの個人情報の公開・提供の依頼に対して本人の同意を得ずに提供すること。
ただし法令により開示しなければならない場合を除きます。
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高圧ガス保安法に係る耐震関係規制動向セミナー参加申込書
※お申込みは、お 1 人様 1 枚としてご記入ください。（必要に応じてコピーしてご利用ください。）
お申込日／平成
年
月

申

込

先

ご希望の会場に✓印を
チェックして下さい。

氏

名

参加票を作成しますの

□ 東京

□ 大阪

３月１８日(火)

３月２６日（水）

ﾌﾘｶﾞﾅ
（姓）

日

（名）

で楷書でご記入下さい。

会員区分
会員区分に✓印を
チェックして下さい。

参

送付先

加

会社名

□ 支部会員
（
支部）

□ ＫＨＫ会員

□ 一般
（非会員）

※支部会員の方は、会員登録されている支部名をご記入下さい。
自 宅

←どちらかを○で囲んで下さい。

勤務先

（自宅の場合は記入不要）

部・課・係等

票
氏名

受講者本人

の
TEL・FAX

送
付

←どちらかを○で囲んで下さい。

本人以外

(氏名：

) 本人以外の場合は氏名をご記入下さい。

TEL：

FAX：

〒
住所

先
◇以下の連絡先は、送付先と同じ場合は記入不要です。
◇日中に、ご本人又はご担当者様と連絡ができる連絡先をご記入ください。

連

担当者

絡

会社名

受講者本人

←どちらかを○で囲んで下さい。
) 本人以外の場合は氏名をご記入下さい。

本人以外

(氏名：

部・課・係等

先

TEL・FAX

TEL：

FAX：

一括振込をされた方は、申込人数をご記入下さい。

名分

振込受領書等のコピーを貼付願います。
（別紙に貼付いただいても結構です。
）
※お申込み会場によって、参加料のお振込先が異なります。「5．申込先・振込先」をご確認ください。
※インターネット等でお振込の手続きをされた方は、取引明細書等（①お振込日、②振込ご依頼人名、③振込先口座、④お振
込金額が記載されているもの）を印刷して貼付願います。
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平成 26 年度「高圧ガス保安教育セミナー（定期開催分）
」
スケジュールのご案内
高圧ガス保安協会
教育事業部 事業推進課
当協会では、高圧ガスを使用される全ての方々を対象に、法令を中心とした高圧ガスの保安教育セミナーを
定期的に実施しています。これらセミナーは、高圧ガスに関わる方々に有用な内容となっています。定期開催
分につきまして、平成 26 年度は、以下のスケジュールでの実施を予定していますので、是非、ご活用いただ
きますようご案内いたします。
なお、スケジュール等は、変更になることもあります。開催が決まり次第、開催のおよそ 2 ヶ月前に高圧ガ
ス保安協会のホームページに案内書を掲載いたしますので、お申込の際は、案内書にてご確認くださいますよ
うお願いいたします。

※参加費は、参考価格です。現在、テキスト改訂、カリキュラムの見直し及び2014
2014年年4 4月からの
月から
※参加費は、参考価格です。現在、テキスト改訂、カリキュラムの見直し及び
の新税率分に基づく消費税引き上げ分の加算等により価格の改定を予定しています。
消費税引き上げ分の加算等により価格の改定を予定しています。

平成 26 年度セミナーの予定（平成 25 年 12 月現在）
セミナー名・参加費（参考）

日程、実施地域（予定）

高圧ガス保安教育基礎講習

4 月～5 月頃

会員： 7,000 円（25 年度実績） 東京、愛知、大阪、
一般： 8,000 円（25 年度実績） 広島、福岡を予定
高圧ガス保安法令セミナー

9 月～10 月頃

会員： 9,000 円（25 年度実績） 東京、宮城、愛知、
一般：10,000 円（25 年度実績） 広島、福岡を予定
高圧ガス保安法における
許可・届出のポイントセミナー

11 月～12 月頃

会員： 9,000 円（25 年度実績） 東京、愛知、大阪、
一般：10,000 円（25 年度実績） 広島、福岡を予定
保安検査のポイントと
事例紹介セミナー
会員：10,000 円（25 年度実績）
一般：12,000 円（25 年度実績）

平成 27 年
1 月～3 月頃
東京、宮城、愛知、
大阪、広島、福岡を
予定

概要
高圧ガス保安法令、高圧ガスの性質・取扱い、
事故事例について、
映像等を用いながら解説し、
その基礎となる知識を身につけて頂きます。
新入社員。新任担当者等、高圧ガスについて
初めて学ぶ方向け
（1 日講習）
高圧ガス取扱従事者等として必須の高圧ガ
ス保安法・政令・一般則・液石則・コンビ則・
容器則について、理解を深めて頂きます。
法令を勉強しなければならない方、基礎知識
はあるが、更に法令の理解を深めたい方向け
（1 日講習）
高圧ガス保安法令（一般則・液石則・コンビ
則関係）に係る許可・届出のポイントについて、
トラブル事例を交えながら解説します。
（半日講習）

都道府県の元高圧ガス担当者が、保安検査基
準 KHKS 0850 に基づく保安検査（一般則・液石
則・コンビ則関係）について事例を交え、その
ポイントを解説します。
（1 日講習）

（参考）

出張講習

お客様とご相談の上、
講習日程を決定

高圧ガス事業者に求められている従業者
への保安教育等、必要な保安教育の実施及び
コンプライアンス違反への対応としての法
令遵守の再教育を支援する出張講習。
お客様の元に出張し、お客様の業務内容、
施設・設備等を踏まえた個別のカリキュラム
により行います。
（本件問合せ先）教育事業部 事業推進課
Tel: 03-3436-6102
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E-mail: edu@khk.or.jp

