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保安検査を実施する方々、また、保安検査を受ける事業所の方々のためのセミナーを開催いた
します。 
本セミナーは、保安検査を行ってきた県の元高圧ガス担当者が講師となり、保安検査の方法と

して告示により指定を受けている保安検査基準（KHKS 0850）の内容に基づき、保安検査を実施ま
たは受検するにあたって、基本となる事項、ポイント、過去の事例、さらに講師の経験談を交えな

がら、今後の保安検査にお役立ていただけるよう講義いたします。 

特に、テキストには載っていない、講師の経験談に基づくポイント紹介はこのセミナーでしか得ら

れないものですので、是非この機会にご参加ください。また、先般改正された保安検査基準（KHKS 

0850）についても説明いたします。 
 

1. 開催日程等(会場の地図等は 6.会場案内図をご覧ください。) 

開催地 開  催  日 会  場 定 員 

東 京 平成 31年 2月 14日（木） タワーホール船堀 250名 

宮 城 平成 31年 2月 28日（木） 宮城県建設産業会館  45名 

愛 知 平成 31年 2月 27日（水） ＩＭＹビル 80名 

大 阪 平成 31年 3月 12日（火） エル・おおさか 100名 

広 島 平成 31年 2月 26日（火） RCC文化センター  120名 

福 岡 平成 31年 2月 25日（月） 福岡商工会議所ビル  80名 
 
2. 講習時間割予定(各会場共通) 

時 間 講 義 内 容 講  師（予定） 

10:00～15:45 

(昼休憩・ 

休憩含む) 

保安検査のポイントと事例紹介 

（一般則・液石則・コンビ則関係） 

・警戒標 

・保安距離・施設レイアウト 

・高圧ガス設備の基礎・耐震設計構造 

・ガス設備（導管を除く） 

・計装・電気設備 

・保安・防災設備 

・導管 等 

について説明します。 

（東京・愛知・大阪会場） 

高圧ガス保安協会 宇都宮 敏 氏 

（元大分県職員） 

 

（宮城・広島・福岡会場） 

高圧ガス保安協会 鈴木 則夫 氏 

（元山口県職員） 

15:45～16:00 質疑応答 

◇受付開始は、9:30頃（予定）      ◇使用テキスト等は、セミナー当日、各会場にてお渡しいたします。  

平成 30年度 

「保安検査のポイントと事例紹介」セミナー 
開催のご案内 

 

現場の見る目が変わります 
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3. 参加料 

（テキスト「保安検査基準に基づく保安検査のポイントと事例紹介 定価：3,600円（税込）」代込み） 

ＫＨＫ会員※(1)(2) 

支部会員※(3) 
10,300円（税込） 一般（非会員） 12,300円（税込） 

※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)Ｋ

ＨＫ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(例えば、**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. 申込方法  

◇参加料を「5.申込先・振込先」の該当する会場の振込先へお振込みください（ATM可、振込手数料はお

客様のご負担とさせていただきます）。 

◇振込領収書のコピーを、必要事項を記入した 4ページの「参加申込書」に添えて、「5.申込先・振込先」

へ FAXまたは郵送にてお申込みください。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。 

◇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（参加票は、開催日の 1週間前までにお手元に届くように郵

送またはＦＡＸにて送付させていただきます）。参加票が届かない場合は 5.申込先までご連絡ください。 

【注意事項】 

・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、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。 

・参加票発送後（正式受付後）は、ご返金できませんのでご了承ください（参加者の変更は可能です）。 

・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。 

受
付
期
間 

1月 11日（金）～（締切日は会場ごとに異なります。5.申込先・振込先でご確認ください。） 

◎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、受付を継続しますので、各会場の申込先までお問い合わせ下さい。 
 
5. 申込先・振込先  

会場 お申込先 お振込口座 受付締切日 

東
京 

高圧ガス保安協会 教育事業部 事業推進課 みずほ銀行 神谷町支店 

普通 1332386 

高圧ガス保安協会 

2月 7日（木） 

(7日消印有効) 
〒105-8447 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル  

Tel: 03-3436-6102  Fax: 03-3459-6613 

宮
城 

高圧ガス保安協会 東北支部 セミナー係 

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目 3-10 仙台本町ビル 7Ｆ  

Tel: 022-268-7501  Fax: 022-211-0154 

七十七銀行 県庁支店 

普通 5147689 

高圧ガス保安協会 東北支部 

2月 14日（木） 

(14日消印有効) 

愛
知 

高圧ガス保安協会 中部支部  セミナー係 三菱ＵＦＪ銀行 名古屋営業部 

普通 1141798 

高圧ガス保安協会 中部支部 

2月 13日（水） 

(13日消印有効) 
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル  

Tel: 052-221-8730  Fax: 052-204-1308 

大
阪 

高圧ガス保安協会 近畿支部  セミナー係 三井住友銀行 南森町支店 

普通 0590940 

高圧ガス保安協会 

2月 26日（火） 

(26日消印有効) 
〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町 1-4-19 サウスホレストビル   

Tel: 06-6312-4051  Fax: 06-6312-1437 

広
島 

高圧ガス保安協会 中国支部  セミナー係 三井住友銀行 広島支店 

普通 7080803 

高圧ガス保安協会 中国支部 

2月 12日（火） 

(12日消印有効) 
〒730-0051 広島県広島市中区大手町 2-8-4パークサイドビル  

Tel: 082-243-8016  Fax: 082-243-8034 

福
岡 

高圧ガス保安協会 九州支部  セミナー係 福岡銀行 博多駅前支店 

普通 147880 

高圧ガス保安協会 九州支部 

2月 12日（火） 

(12日消印有効) 
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ビル  

Tel: 092-411-8308  Fax: 092-473-1372 
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6. 会場案内図（注：各会場ともお車でのご来場はご遠慮ください。） 

《東京》 2月 14日（木） 

タワーホール船堀 

東京都江戸川区船堀 4-1-1 

（最寄駅）都営新宿線 船堀駅 徒歩約 1分 

《宮城》 2月 28日（木） 

宮城県建設産業会館 

宮城県仙台市青葉区支倉町 2-48 

（最寄駅）地下鉄 仙台市営南北線 勾当台公園駅 徒歩約 15分  

仙台市営バス 交通局東北大学病院前 下車 徒歩約 4 分  

 

 

《愛知》 2月 27日（水） 

IMYビル 

愛知県名古屋市東区葵 3-7-14 

（最寄駅）地下鉄桜通線 車道駅 3 番出口 徒歩 2 分  

JR 中央線・地下鉄東山線 千種駅 1 番出口 徒歩 2 分  

《大阪》 3月 12日（火） 

エル・おおさか 

大阪府大阪市中央区北浜東 3-14 

(最寄駅) 京阪・地下鉄 天満橋駅 徒歩約 4分 

京阪・地下鉄 北浜駅 徒歩約 7分 他 

 

 

《広島》 2月 26日（火） 

 RCC文化センター 

広島県広島市中区橋本町 5-11 

（最寄駅）JR 広島駅 徒歩 10分 

《福岡》 2月 25日（月） 

福岡商工会議所ビル 

福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28 

（最寄駅）JR 博多駅 徒歩約 10分  

地下鉄 祇園駅 徒歩約 5分 

 

 

  

 

③番出口 

①番出口 

地下鉄東山線「千種駅」 

Ｊ
Ｒ
「
千
種
駅
」 

地下鉄桜通線「車道駅」 
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平成 30年度 保安検査のポイントと事例紹介セミナー 参加申込書 

※お申込みは、お 1人様 1枚としてご記入下さい。（必要に応じてコピーしてご利用下さい。） 

お申込日／平成  年  月  日 

申  込  先 
ご希望の会場に✓印を 

チェックして下さい。 

□ 東京 

2/14(木) 

□ 宮城 

2/28(木) 

□ 愛知 

2/27(水) 

□ 大阪 

3/12(火) 

□広島

2/26(火) 

□福岡

2/25(月) 

氏 名 
 参加票を作成しますの 

 で楷書でご記入下さい。 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

（姓） 

 

（名） 

 

会員区分 

会員区分に✓印を 

チェックして下さい。 

□ KHK会員 

（□ 個人会員の方はこちら） 

□ 支部会員 

（      ）支部 

□ 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。 

参 

加 

票 

の 

送 

付 

先 

送付先 自 宅 勤務先 ←どちらかを○で囲んで下さい。 

氏 名 
（上記の参加者本人の場合は氏名の記入不要） 

会社名 

部・課・係等 

（自宅の場合は記入不要） 

 

TEL・FAX TEL：              FAX： 

e-mail  

住 所 
〒         (大口事業所用の個別番号ではなく、通常の郵便番号をご記入ください) 

◇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 

絡 

先 

担当者 受講者本人 
本人以外 

(氏名：      ) 

←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。 

会社名 

部・課・係等 

 

TEL・FAX TEL：              FAX： 

e-mail  

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。 
※お振込の際は、振込ご依頼人名の前に、「Ｊ」を入力して下さい。 

例：「高圧太郎」様の場合、→Ｊコウアツタロウ 

※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振込（予定）日、②振込ご依頼人名、③振込先口座、④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。 

 
（参加者情報の取扱いについて） 
◇高圧ガス保安協会(KHK)は、説明会の申込みをされた方のプライバシーを尊重します。 

◇説明会申込の際に氏名、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説明会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。 

 

ＨＰ 


