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この講習は保安係員等に選任 保安教育の一環としても、

された方の法定義務講習です ご利用ください。

平成３０年度 下期
法定義務講習

企画推進員・保安主任者・保安係員
講習会開催のご案内

＜一部の地域では関連団体に委託して実施します。＞

値下げになりました！ 高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）

【お申込方法】

◇別表１(3ページ)の講習開催地一覧からご希望の会場を選び､次のいずれかの方法でお申込みください。

・インターネットによるお申込み

｢ＫＨＫのホームページ｣からお申込みください。 ＫＨＫのホームページアドレス

お申込みは｢個人申込｣と｢法人申込｣が選択できます。 https://www.khk.or.jp/

多人数のお申込みをされる場合・法人名義による振込を

希望される場合には、簡単で便利な｢法人申込｣をおすす

めします。（6ページ参照）

<インターネットのお申込み画面は、下記の受付期間中のみの開設となります。>

・郵便振替によるお申込み

専用郵便振替用紙がお申込み用紙となります。必要事項を記載して郵便局の窓口でお手続き

ください。専用郵便振替用紙は１名のお申込みに１枚必要です。（5ページ参照）

【受付期間】

◇３種類の講習とも共通の受付期間です。

・インターネットによるお申込み

◇平成３０年１１月１９日(月) ～ １２月２日(日)
（初日は９：３０から、最終日は１７：００迄の受付となります｡）

・郵便振替によるお申込み

◇平成３０年１１月１９日(月) ～ １1月 30日(金)
※受付期間中でも定員に達した場合には締切ります。ただし、上記期間中に定員に満たなかった

場合には、締切日後でも別表２(4ページ)の講習実施事務所等で引き続き｢追加受付｣をいた

します。ご希望の講習開催地の講習実施事務所等にお問い合わせください。

（追加受付の方法は講習実施事務所等により異なりますので必ず確認してください。）
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【受講料と支払方法】<非課税>

講習の種類 インターネット申込者 郵便振替申込者

企画推進員・保安主任者 １１,９００円 １２,４００円

保安係員 ９,６００円 １０,１００円

・インターネットによるお申込みの場合

◇お申込み手続き終了後、指定された銀行口座に指定期日迄に着金するようにお振込みください。

指定期日までに着金されなかった場合は、キャンセル扱いになります（個人申込）。

◇受講料のお支払いに必要な振込手数料はお申込者のご負担となります。

◇インターネット申込みをされた方は専用郵便振替用紙で受講料を支払わないでください。

必ず、指定された銀行口座にお振り込みください。

・郵便振替によるお申込みの場合

◇専用郵便振替用紙を使用して郵便局の窓口で受付期間内にお支払いください。

（郵便局窓口でのお支払いを小切手等で行いますと送金日数がかかり受付期間を過ぎて

しまうことがあります。必ず現金でお支払いください。）

◇１枚の専用郵便振替用紙で複数名の申込を行ったり、お支払金額が違う場合は、受付ができ

ないことがあります。

◇受講料のお支払いに必要な払込手数料はお申込者のご負担となります。

◇専用郵便振替用紙を講習実施事務所等へ直接持参されても受付できません。

【申込内容の変更・取消しについて】

◆申込内容の変更・取消は １２月５日(水)の１５：００まで 受け付けます。

◆上記期日以降は、受講料の返金はできなくなりますのでご注意ください。なお、上記期日以降

であっても受講者の変更のみ行えます。

【受講票の送付】

◇受付期間内に受け付けた方の受講票は１２月１１日(火)に全国一斉発送する予定です。

◇送付された受講票には必ず写真を貼付して講習当日にご持参ください。なお、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、無帽、無背景）１枚です。事前にご準

備ください。

（講習会場での受付時に受講票に写真が貼付されていない場合には受講できなくなります。）

◇講習当日は選任届に用いた高圧ガス製造保安責任者免状をご持参ください。

【使用教材の販売】

◇講習で使用するテキストは次のとおりです。（受講料には、テキスト代は含まれていません。）

講習名 書 籍 名 書籍ｺｰﾄﾞ 定価(税込)

企画推進員 講習会場で無償配布します。 ― 無 償

保安主任者 講習会場毎に講義内容に合わせて決定します。 ― ―
<講習実施事務所へお問い合わせください。>

保 安 係 員 保安係員講習テキスト［一般高圧ガス編]（第5次改訂版） BK218017 2,060円
高圧ガス保安法規集（第18次改訂版） BK101019 4,830円

◇テキスト等のご注文（テキスト等は事前に購入し、講習会場にご持参ください。）

・別表２(4ページ)に記載の講習実施事務所にお問い合わせください。

・この講習案内書に図書販売案内書が添付されている場合には、その案内書をご覧ください。

・テキスト代金の振込先は受講料の振込口座とは異なります。テキスト代金は、インターネッ
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トによるお申し込み時にご案内する口座へのお振り込みや専用郵便振替用紙を使用してのお

振り込みをしないようにご注意ください。

【講習時間】

講習は２日間で各日とも９：００～１７：００の予定（ただし、２日目の講習終了後に修了調査

等があります。）ですが、使用する会場等の都合により開始・終了時間が異なる場合があります。必

ず送付される受講票でご確認ください。

講習当日には、高圧ガス製造保安責任者免状（保安主任者及び保安係員においては選任届に用い

たもの）に講習修了印を押印しますので、必ずご持参ください（当該免状の記載内容に変更がある

場合は、書換えの手続きを行って下さい。）。

なお、講習開始時間に遅れた場合、早退した場合、長時間に渡って離席した場合等は、講習を受

講したことにはなりません。

【会場地図】

講習会場の地図は、お申込み手続き後に送付する受講票でご確認ください。

（ＫＨＫのホームページ上でもご覧いただけます。）

別表１
講習開催地一覧

【講習の種類】

企画推進員〔略称 推進員〕講習（講習コード９１）

会場とコード 講 習 日 定員 講習会場(予定)

東 京1 １３１ ２月５日(火)～２月６日(水) 110名 (文京区)平和と労働センター・全労連会館

保安主任者〔略称 主任者〕講習（講習コード９２）

会場とコード 講 習 日 定員 講習会場(予定)

東 京1 １３１ １月３０日(水)～１月３１日(木) 110名 (墨田区)国際ファッションセンター

大 阪1 ２７１ １月２２日(火)～１月２３日(水) 50名 (大阪)天満研修センター

広 島1 ３４１ １月１６日(水)～１月１７日(木) 50名 (広島)ＲＣＣ文化センター

福 岡1 ４０１ １月２３日(水)～１月２４日(木) 40名 (博多)福岡商工会議所ビル

保安係員(一般ガス)〔略称 係員（一般）〕講習（講習コード９３）

会場とコード 講 習 日 定員 講習会場(予定)

北海道1 ０１１ ３月７日(木)～３月８日(金) 64名 (札幌)道民活動センター（かでる２・７）

宮 城1 ０４１ １月１７日(木)～１月１８日(金) 150名 (仙台)宮城県建設産業会館

茨 城1 ０８１ １月１５日(火)～１月１６日(水) 100名 (鹿嶋)鹿嶋勤労文化会館

茨 城2 ０８２ １月２９日(火)～１月３０日(水) 100名 (水戸)茨城県産業会館

栃 木1 ０９１ １月２３日(水)～１月２４日(木) 50名 (宇都宮)栃木県ガス会館

群 馬1 １０１ １月３０日(水)～１月３１日(木) 100名 (前橋)ＪＡ群馬県農協ビル

千 葉1 １２１ １月２４日(木)～１月２５日(金) 140名 (千葉)千葉県ガス石油会館

千 葉2 １２２ １月２８日(月)～１月２９日(火) 140名 (千葉)千葉県ガス石油会館
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会場とコード 講 習 日 定員 講習会場(予定)

東 京1 １３１ ２月 ４日(月)～２月 ５日(火) 120名 (墨田区)国際ファッションセンター

東 京2 １３２ ３月 ６日(水)～３月 ７日(木) 120名 (墨田区)国際ファッションセンター

神奈川1 １４１ １月１７日(木)～１月１８日(金) 150名 (川崎)かわさき保育会館

新 潟1 １５１ ３月 ７日(木)～３月 ８日(金) 120名 (新潟)新潟ユニゾンプラザ

富 山1 １６１ ２月１２日(火)～２月１３日(水) 90名 (富山)富山県市町村会館

愛 知1 ２３１ １月１６日(水)～１月１７日(木) 160名 (名古屋)IMYビル

愛 知2 ２３２ ３月 ６日(水)～３月 ７日(木) 100名 (名古屋)IMYビル

三 重1 ２４１ １月２２日(火)～１月２３日(水) 120名 (四日市)三重県ﾄﾗｯｸ協会北部輸送ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

大 阪1 ２７１ １月３０日(水)～１月３１日(木) 120名 (大阪)天満研修センター

大 阪2 ２７２ ３月１２日(火)～３月１３日(水) 100名 (大阪)天満研修センター

兵 庫1 ２８１ １月２４日(木)～１月２５日(金) 140名 (姫路)兵庫県立姫路労働会館

兵 庫2 ２８２ ２月２１日(木)～２月２２日(金) 87名 (神戸)兵庫県中央労働センター

和歌山1 ３０１ １月１５日(火)～１月１６日(水) 70名 (和歌山)プラザホープ

岡 山1 ３３１ １月３０日(水)～１月３１日(木) 150名 (岡山)岡山商工会議所

広 島1 ３４１ １月２３日(水)～１月２４日(木) 120名 (広島)ＲＣＣ文化センター

山 口1 ３５１ ２月 ６日(水)～２月 ７日(木) 150名 (周南)東ソークラブ

香 川1 ３７１ ２月２６日(火)～２月２７日(水) 80名 (高松)サンポートホール高松

愛 媛1 ３８１ １月１７日(木)～１月１８日(金) 100名 (新居浜)東予自動車会館

福 岡1 ４０１ １月２８日(月)～１月２９日(火) 150名 (博多)福岡商工会議所ビル

大 分1 ４４１ １月１６日(水)～１月１７日(木) 90名 (大分)大分職業訓練センター

沖 縄1 ４7１ １月２２日(火)～１月２３日(水) 40名 (那覇)沖縄産業支援センター

別表２

講習実施事務所等一覧

◇追加受付等は、ご希望の講習開催地を担当する次の講習実施事務所等に直接お問合わせください。

講習実施事務所等 講習開催地 電話番号 ホームページ

高圧ガス保安協会 本部 東京1･2/群馬１ ０３-３４３６-６１０２

北海道支部 北海道1 ０１１-２７２-５２２０

東北支部 宮城1 ０２２-２６８-７５０１
https://www.khk.or.jp/

中部支部 愛知1･2 ０５２-２２１-８７３０

近畿支部 大阪1･2/和歌山1 ０６-６３１２-４０５１

中国支部 岡山1/広島1/山口1 ０８２-２４３-８０１６

四国支部 香川1 ０８７-８５１-７１６１

九州支部 福岡1 ０９２-４１１-８３０８
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講習実施事務所等 講習開催地 電話番号 ホームページ

(一社)茨城県高圧ガス保安協会 茨城1 ０２９-２２５-３２６１ http://www.ibakhk.or.jp/

(一社)栃木県ＬＰガス協会 栃木1 ０２８-６８９-５２００

(一社)千葉県高圧ガス保安協会 千葉1･2 ０４３-２４６-００２７ http://www.c-khk.or.jp/

(一社)神奈川県高圧ガス保安協会 神奈川1 ０４５-２２８-０３６６ http://www.kana-hpga.or.jp/

(一社)新潟県高圧ガス保安協会 新潟1 ０２５-２４４-３７８４ http://niigata-khk.com/

富山県高圧ガス安全協会 富山1 ０７６-４４４-３１４２

三重県高圧ガス安全協会 三重1 ０５９-３４６-１００９ https://ankyo-mie.jp/

(一社)兵庫県高圧ガス保安協会 兵庫1・2 ０７８-３４１-７３４８ http://www.hyogo-hpgas.or.jp/

愛媛県高圧ガス保安協会 愛媛1 ０８９-９４１-７０２１

(一社)大分県高圧ガス保安協会 大分1 ０９７-５３４-０７３３

(一社)沖縄県高圧ガス保安協会 沖縄1 ０９８-８５８-９５６２

専用郵便振替用紙によるお申込みについて

◇専用郵便振替用紙によるお申込みは前掲(1ページ)の受付期間内に限り有効です。

◇専用郵便振替用紙を講習実施事務所等に直接持参されても受付できません。必ず郵便局の窓口

でお手続きください。（お支払いと共にお申込み手続きが完了します。）

◇お申込みには１名につき専用郵便振替用紙が１枚必要となります。多人数でのお申込みの場合

には便利なインターネットによるお申込みをおすすめします。

◇次の記載例を参考にして楷書で記入してください。
注意！ インターネットでお申込みをされた方はこの専用郵便振替用紙を使用しないでください。必ず指定

された銀行口座に銀行振込により指定期日迄に着金するようお支払いください。

注意！ テキスト代金は、受講料の口座へ振り込まないでください。
注意！ 指定期日迄に着金されなかった場合、お支払金額に相違があった場合は、受付ができないこと

があります。

法人単位でのインターネット申込について

◇インターネット申込みにおいて「法人申込」をご利用いただきますと、

・受付確認メール等が法人の申込担当者宛に送信されます。

・受講票の発送及び各種のご連絡は､申込担当者宛に行いますので、お申込みいただいた方々

の確認・管理が容易に行えます。

・受講料のお支払いは、「法人名」で行えます。ただし、都合により受講できなくなった場合、

所定の手続きを申込内容の変更・取消期間内に行っていただかないと、発生した受講料は必

ずお支払いいただきます。
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◇「法人申込」で多人数のお申込みをされる場合には、次の２種類の方法があります。

・Ｗｅｂ方式

受講申込者を１名ずつ入力する方法

・ファイル･アップロード方式

エクセルソフトによる申込者一覧表を添付して送信する方法

◇お申込人数が多い場合には便利な「ファイル･アップロード方式」をお勧めいたします。

◇法人情報を変更する場合、お申し込み受付期間内にお申し込み画面より変更してください。

受講者情報の取り扱いについて

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、高圧ガスに関する資格、法定義務講習及び保安教育に関連した
書籍等について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。

◆講習に関するご照会・ご質問先

高圧ガス保安協会(ＫＨＫ) 教育事業部
〒105-8447 東京都港区虎ノ門四丁目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。)＞

電話 03-3436-6102 ﾌｧｯｸｽ 03-3459-6613

e-mail edu@khk.or.jp URL https://www.khk.or.jp/


