
令和２年８月 

令和２年度 第 2回 

特定高圧ガス取扱主任者講習開催のお知らせ〔 東京会場 〕 
圧縮水素・液化酸素・液化石油ガス・特殊高圧ガス 

※圧縮天然ガス、液化アンモニア、液化塩素については、 

実施しません。 

 
特定高圧ガス消費者〔下表に該当する高圧ガスを貯蔵して消費する事業者（導管により供給を受けるもの
を含む。）〕は、法令により『特定高圧ガス取扱主任者』を選任することが義務付けられています。 
この講習を受講し、技術検定に合格（講習修了）すると「特定高圧ガス取扱主任者」の選任資格が得られ
ます。 
なお、「液化アンモニア」及び「液化塩素」については、今回実施しません。 
高圧ガスの種類 貯蔵能力  高圧ガスの種類 貯蔵能力 
圧縮水素 容積３００ｍ３以上  

特殊高圧ガス 
モノシラン 
ホスフィン 
アルシン 
ジボラン 

セレン化水素 
モノゲルマン 
ジシラン 

貯蔵する数量の多少に
関係なく必要 

圧縮天然ガス 容積３００ｍ３以上  

液化酸素 

質量 3,000kg以上 

 

液化アンモニア  

液化石油ガス  

液化塩素 質量 1,000kg以上  

 

受
付
期
間 

令和２年８月１１日(火)～８月２４日(月)〔２４日消印有効〕 
◎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。 
◎定員に満たなかった場合には、締切以降でも追加受付いたしますのでお問い合わせください。 

 

申
込
方
法 

別添の『講習検定申込書』に必要事項をご記入の上、 
受講受検料の振込領収書(コピー可)を貼付し、郵送又は FAXしてください。 
（振込領収書(コピー可)が貼付されていないものは受付できません。） 

 

申
込
先 

高圧ガス保安協会 教育事業部 教育課 講習会係 
〒105-8447 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 

 
◆講習日程・会場等 

講習の種類 定員 講習会場・講習時間 講習日程（２日間） 
圧縮水素 60名 東京文具共和会館 

（東京都台東区柳橋１－２－１０） 
講習時間１日目：10：00 ～ 17：00 
講習時間２日目：10：00 ～ 16：00 
（受付時間：9：00 ～  10：00） 

９月７日(月)～８日(火) 液化酸素 40名 
液化石油ガス 20名 

９月 8日(火)～9日(水) 特殊高圧ガス 80名 
※２日間受講しなければ、検定試験を受験することができません。講習開始時間に遅れた場合や、講習会の
途中で早退などした場合は、全ての講習を受講したことにはなりません。 

 
 

高圧ガス保安協会  



 
◆受講受検料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

  振込先(講習専用口座) 
金融機関：みずほ銀行神谷町支店 
口座番号：【普通】1332386 
口座名義：高圧ガス保安協会 

受講受検料は、指定口座にお振り込みください。 
※講習テキスト等の代金は、こちらに振り込まないでください。 

振込手数料は申込者のご負担にてお願いいたします。 
⇒ 

  
◎受講票・受検票発送後（正式受付後）は、受講受検料の返金ができません。ただし、受講者を変更する
ことは可能です。 

 
◆受講票・受検票 
◎受講票・受検票は、８月２５日(火)に郵便で発送いたします。 
◎受講票・受検票に写真が貼付されていない場合には受講ができなくなります。写真は必ずご用意くださ
い。貼付が必要な写真は、パスポート用サイズ（縦 4.5cm×横 3.5cm、正面上半身、無帽、無背景）で
す。事前に準備しておいてください。  
◆講習テキスト等 
以下の表に掲げる図書をテキストとして使用します。なお、受講する講習の種類によってテキスト等が異
なります。購入の際は、十分にご確認のうえ、間違いのないようご注意ください。 
講習の種類 テキスト等の名称 書籍コード 価格（税

込） 
液化水素 高圧ガス取扱ガイドブック（液化水素編）第 2次改訂版 BK211018 2,100円 
液化酸素 高圧ガス取扱ガイドブック（液化酸素編）第 2次改訂版 BK209018 2,100円 

液化石油ガス 高圧ガス取扱ガイドブック（液化石油ガス編）第 2次改訂版 BK213018 2,100円 
特殊高圧ガス 高圧ガス取扱ガイドブック（特殊高圧ガス編）第 2次改訂版 BK214018 2,100円 
各種類共通 高圧ガス保安法令（抄）第８次改訂版 BK104020 710円 
問題集（※） 特定高圧ガス取扱主任者検定問題集【令和２年度版】 BK304020 2,300円 

※・・・参考図書  
◎購入方法 
○事前購入をご希望の方は、本案内書に別添されている「講習テキスト等購入申込書」に購入希望冊数
等をご記入のうえ、講習日の１０日前までにＦＡＸ又は郵送のどちらか一方により下欄のテキスト等
購入申込先にお申込みください。（注）電話での注文は一切お受けしておりません。「講習テキスト等
購入申込書」が到着次第、テキストの送付手続きを行います。 
○講習テキスト等発送手続き後のキャンセル・変更はお受けできません。  

【テキスト等代金のお支払い方法】 
・法人申込の場合は、請求書を発行いたします。テキスト等が到着してから銀行振込又は郵便振替でお
支払いください。（送付するテキスト等に振込先口座のお知らせ等の用紙が同封されます。） 
・個人申込の場合は、代金引換（現金払い、代引手数料無料）となります。 
・テキスト等代金の振込先は、受講受検料の振込口座とは異なります。テキスト等代金は、受講受検料
の口座へ振り込まないでください。 
・送料、振込手数料は、お申込み者のご負担にてお願いします。 
○ 講習テキスト等は、講習会当日(原則、初日の午前中)、会場でも販売いたしますが、数に限りがある
ため、事前の購入をお勧めします。  

                                  〔テキスト等購入申込先〕 
高圧ガス保安協会 教育事業部 図書販売係 

〒105-8447 東京都港区虎ノ門４－３－１３（ヒューリック神谷町ビル） 
ＦＡＸ：０３－３４５９－６６１３  ＴＥＬ：０３－３４３６－６１０２ 

 
◆技術検定 
◎検定日時 令和２年９月１８日(金)  
◎検定会場 東京文具共和会館（東京都台東区 柳橋１－２−１０） 
※全ての講習（２日間）を受講しなければ、検定試験を受験することができません。  

◆検定試験の問題、正解答及び合格者番号の公表等について 
◎検定試験の問題、試験の正解答及び合格者番号の公表並びに合否結果の通知は次の日程で行う予定で
す。 
(1) 公表日（高圧ガス保安協会ホームページ[https://www.khk.or.jp]） 

正解答：９月２３日(水)／合格者番号：１０月１６日(金)（両日 15:00ごろに公表） 
(2) 合否通知（全国一斉発送）：１０月１６日(金) 

１１，４００円（非課税） 



 
 

受講、受検時のお願い 
 
新型コロナウイルスの感染防止のため、講習会、検定試験にご参加いただく皆様には、事前に次のことを

ご確認の上、ご参加くださいますようお願いします。 
◇ 講習会等の当日は、マスクを着用してきていただくとともに、咳エチケット、手洗いにご協力くださ
い。 

◇ 講習会場や検定会場では、休憩時間などで他の参加者と密接な状態とならないよう、ご配慮ください。 
◇ 次に該当する方は、講習会等に参加することができませんので、ご了承ください。 
・発熱や咳・咽頭痛などの症状のある方 
・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者と濃厚接触がある方 
・過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等に滞在した方 
◇ 講習会等の当日、ご自宅などからお出かけ前に検温を行い、発熱のないことをご確認ください。発熱が
ある場合は、参加を自粛くださいますようお願いします。 

※ 発熱を理由に欠席される場合は、講習会・検定試験の開始前までにご連絡ください。 
◇ 講習会場、検定会場では、主催者による検温を実施することがありますので、その際はご協力くださ
い。主催者による検温の結果、発熱が認められるときは、受講・受検をお断りしますので、ご了承くださ
い。 

※ 受付等で検温を行うことがございますで、開始 20～30分前までには会場においでください。 
◇ 講習会場、検定会場の入口又は受付付近に消毒用アルコールを設置しますので、手指の殺菌をお願いし
ます。 

◇ 講習会等の参加後 2週間以内に新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がでた方は、主催者へ連絡
をお願いします。 

◇ 必要に応じて、講習会等の参加者の皆様の個人情報は、保健所等の公的機関に提出することがありま
す。 

 
 
【 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。 
◇ＫＨＫは、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。これらの情報はこの講習の受付・採点・合否通知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、上記の活動を行うため個人情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個人情報の取扱いを委託することがあります。この
場合、委託先では、ＫＨＫの適切な監督の下に委託業務を実施するために個人情報を使用します。 
◇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らない場合を除きます。 

◇ＫＨＫは、個人情報について適切な管理を行っています。 
 
＜講習に関する照会・質問先＞ 
高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）教育事業部（TEL：03-3436-6102 FAX：03-3459-6613） 
〒105-8447 東京都港区虎ノ門 4丁目 3番 13号（ヒューリック神谷町ビル） 
受付時間 9：30～17：30（土日祝日を除く。） e-mail：edu＠khk.or.jp URL：https://www.khk.or.jp 

  



令和    年    月    日 
 

特定高圧ガス取扱主任者 講習検定申込書 

宛先 

 
高圧ガス保安協会 教育事業部 教育課 講習会係宛（TEL:03-3436-6102） 
〒105-8447 東京都港区虎ノ門４-３-１３（ヒューリック神谷町ビル）  

FAX:０３－３４５９－６６１３    
講習の種
類 

該当するものに 
チェック（レ）してください 

□圧縮水素 □液化酸素 □液化石油ガス 

□特殊高圧ガス   
  

受講者氏名 

姓 名 
（フリガナ）  
  

生年月日 昭和・平成     年     月     日 
 

受
講
票
の
発
送
先 

送付先 自宅 勤務先 ←どちらかを○で囲んでください。 
会社名 

部・課・係 
 

担当者 受講者本人 本人以外→（氏名：            ） 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌ                 ＠ 

住所 

〒□□□―□□□□    都・道・府・

県 
 

 

連
絡
先 

会社名 
部・課・係 

 

担当者 受講者本人 本人以外→（氏名：            ） 
ＴＥＬ  ＦＡＸ  

◇日中に、ご本人又はご担当者と連絡ができるところをご記入ください。   
 
【振込領収書のコピー貼付欄】 
（横向貼付可、大きい場合には、別紙として添付してください。） 
 
 
【 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。 
◇ＫＨＫは、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。これらの情報はこの講習の受付・採点・合否通知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、上記の活動を行うため個人情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個人情報の取扱いを委託することがあります。この
場合、委託先では、ＫＨＫの適切な監督の下に委託業務を実施するために個人情報を使用します。 
◇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。 

◇ＫＨＫは、個人情報について適切な管理を行っています。 
 
※必要に応じて同じサイズにコピーしてご使用ください。 
◎受講料を複数名分一括で送金された場合は、その人数をご記入ください。    （    ）名分 



 
令和    年    月    日 

 
特定高圧ガス取扱主任者講習用 講習テキスト等購入申込書 

宛先 

 
高圧ガス保安協会 教育事業部 出版業務課 図書販売係宛 
〒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 

 

右のいずれかの □ に、 
必ず ✔ をご記入下さい。 

□法人申込 
 請求書 (後払い) 

(送料実費) 

□個人申込 
 代引販売 

(送料実費・代引手数料無料) 
 

種類 図書名 価格 
（税込） 数量 

テキスト 

圧縮水素 高圧ガス取扱ガイドブック（圧縮水素編）第 2次改訂版 
（BK211018） 2,100円 

冊 

液化酸素 高圧ガス取扱ガイドブック（液化酸素編）第 2次改訂版 
（BK209018） 2,100円 

冊 

液化石油ガス 高圧ガス取扱ガイドブック（液化石油ガス編）第 2 次改訂版
（BK213018） 2,100円 

冊 

特殊高圧ガス 高圧ガス取扱ガイドブック（特殊高圧ガス編）第 2次改訂版 
（BK214018） 2,100円 

冊 
法令 

（各種共通） 
高圧ガス保安法令（抄）第 8次改訂版 
（BK104020）   710円 

冊 

問題集 
 特定高圧ガス取扱主任者検定問題集 令和２年度版 

（BK304020） 2,300円 
冊 

合計 
冊 

◎ 代金引換は、必ず現金でお支払いください。(クレジットカード・電子マネー不可) 
◎ 送料（実費）、振込手数料は、お客様ご負担とさせていただきます。 
◎ 講習テキスト等の発送手続き後のキャンセル・変更は、お引き受けできません。 
◎ 講習日の 10日前までにお申し込みください。 
◎ 請求書にて後払いされる場合、銀行振込明細書をもって領収書の発行に代えさせていただきます。 
 

＜購入申込者＞ 

お
届
け
先 

住所 

〒□□□―□□□□    都・道・府・

県 
 
 
 
 

氏名又は 
担当者 

(お申込みが法人である場合には、ご担当者の部署もご記入ください。） 
 
 
 

ＴＥＬ 
 
 
 

ＦＡＸ 
 

 


