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ＫＨＫホームページアドレス 

https://www.khk.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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講習・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ホームページ｣(右の URL 参照)からお申込みください。 

お申込みは、｢個人申込｣と｢法人申込｣が選択できます。複数者のお申込み

をされる場合には、簡単で便利な｢法人申込｣をおすすめします。（７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、アクセスでき

ます｡> 

・郵便振替によるお申込み 

高圧ガス保安協会指定の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名のお申込みにつき１枚必要です。（６ページ参照） 

 

【受付期間】 
 

◇受付期間は、「丙種化学液石講習」、「第二種販売講習」とも共通です。 

・インターネットによるお申込み 

◇２０１９年１１月１８日(月) ～１２月 １日(日) 
（初日は９時３０分から受付を開始し、最終日は１７時迄の受付となります。） 

・郵便振替によるお申込み 

◇２０１９年１１月１８日(月) ～１１月２９日(金) 

※受付期間中でも定員に達した場合は、受付を締切ります。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)の各講習実施事務所等で引き続き｢追加受付｣をする場合があります。ご希望の講習開催地の講習

実施事務所等にお問合わせください。 

（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ご確認ください。） 
 

【受講料と支払方法】＜消費税込＞ (注：受講料は、検定試験の受検料を含みます｡) 
 

講習の種類 インターネット申込者 郵便振替申込者 

丙種化学液石 ２０,１００円 ２０,６００円 

第二種販売 １３,７００円 １４,２００円 
 

・インターネットによるお申込みの場合  

◇お申込み手続終了後、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。 

◇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

にお振込ください（口座番号は、申込毎に異なります。また、振込先と依頼人名の誤りにご注意ください。）。 

２０１９年度 下期 

液化石油ガス関係 法定資格講習 
 

 

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。＞ 

丙種化学液石講習・第二種販売講習 

講習受講後の検定試験に合格
すると、国家試験の一部免除
が受けられます。 

資格取得の目的以外にも、
保安教育の一環としても
ご利用ください。 

高圧ガス保安協会 
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・郵便振替によるお申込みの場合 

◇高圧ガス保安協会指定の専用郵便振替用紙を使用して郵便局の窓口で必ず現金でお支払いください。 

◇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。 

◇指定期日までに着金されなかった場合や、お支払金額に相違があった場合は、受付できないことがあります。 

 

【申込内容の変更・取消について】 
◆申込内容の変更・取消は、１２月４日〔水〕１５時まで受け付けます。  

上記期日以降の変更・取消は、受付できません。また、法人申込の場合、上記期日までに取消手続きを完了していただ

かないと申込者に債務が発生します。講習会への出欠にかかわらず、受講料をお支払いいただくこととなりますので、

ご注意ください。なお、受講者の変更は、上記期日以降でも可能です。 

 

【受講票・受検票の送付】 
◇当該受付期間内に受け付けられた方の受講票・受検票は、１２月１０日〔火〕に全国一斉発送する予定です。発送日か

ら１０日以上経過しても届かない場合は、高圧ガス保安協会（TEL 03-3436-6102）までお問い合わせください。   
◇送付された受講票・受検票には、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。（講習会場・検定会場での受付時に受講票・受

検票に写真が貼付されていない場合、受講・受検ができなくなります。） 

 

【使用教材の販売】 

◇講習で使用するテキスト等は次のとおりです。（受講料にテキスト代金は、含まれていません。） 

講習名 分類 書籍名 書籍コード 定価（税込） 

丙種化学
液石 

テキスト 
高圧ガス保安法規集 (第 19 次改訂版) BK101020 4,920 円 

液化石油ガス保安技術 (第４次改訂版) BK204019 2,720 円 

補助教材 高圧ガス保安法概要 （丙種化学液石編） BK113019 870 円 

問題集※ 高圧ガス丙種化学責任者 試験問題と解説 ― 2,540 円 

第二種 
販売 

テキスト 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法規集(第 35 次改訂版) 

BK102020 3,670 円 

高圧ガス保安法規集 液化石油ガス分冊 
(第 17次改訂版) 

BK103020 1,880 円 

第二種販売講習テキスト(第４次改訂版) BK206016 2,520 円 

問題集※ 第二種販売主任者 試験問題と解説 ― 2,010 円 
 

※問題集は、参考図書です。別表２（４ページ）に記載の講習実施事務所等にお問い合わせください。 
◇補助教材「高圧ガス保安法令概要」は、法令講義をわかりやすく紹介するためパワーポイントのスライドに加え、法令

テキスト（高圧ガス保安法規集）とリンクするページを示しております。講習会の法令科目でパワーポイントを使用す

る場合は、より理解を促進するのに最適な書籍です。高圧ガス保安法規集と併せてご利用ください。 

◎昨年度まで、無償で「高圧ガス保安法令講義資料」を配布していましたが、本年度からは実施しません。類似のもの

として当該書籍がございます。 
 

◇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。） 

・テキスト等の販売方法は、別表２(４ページ)に記載の講習実施事務所等にお問い合わせください。 

・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】 
◇講習時間は、各日とも９時～１７時（うち 7 時間）の予定ですが、使用する会場等の都合により開始時間が異なる場合

があります。必ず送付される受講票・受検票でご確認ください。 

なお、講習開始時間に遅れた場合、早退した場合、長時間にわたって離席した場合など、所定の講習時間を満たしてい

ないときは、検定試験を受検することはできません。 

◇講義内容は、丙種化学液石講習が「法令」、「学識」、「保安管理技術」の 3 科目、第二種販売講習が「法令」、「保安管理

技術」の２科目はとなります。なお、受講科目一部免除（別表３(７ページ)参照）の方を除き、全ての科目を受講しな

ければ検定試験を受検することはできません。受講科目一部免除の方は、免除の日を受講票・受検票でご確認ください。 
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【検定試験時間等】 
検定試験は、次の時間で行います。 

◇丙種化学液石講習検定試験 

 「学識」９時～１１時、「保安管理技術」１１時３０分～１３時 

なお、検定試験の１科目目を受検していない場合は、2 科目目の受検及び検定問題の配布はできません。 

◇第二種販売講習検定試験 

 「保安管理技術」９時３０分～１１時 

 

検定試験では、四則計算のみができる電卓の使用は認めますが、関数電卓の使用は禁止します。 

◇使用できる電卓の条件 

・四則計算のみできるもの    ・電池(太陽電池を含む)内蔵型のもの 

・音を発しないもの         ・プリンタを内蔵していないもの 

ただし、次の機能が付加されている電卓も使用可能とします。 

①開平計算（平方根の計算）、百分率計算、税計算ができるもの 

②数値メモリ、符号変換、リセット、消去、電源の入り切りができるもの 

③商売計算(原価、売価、粗利率)、通貨換算、日数、時間計算、検算ができるもの 

④切り上げ、四捨五入、切り捨て、少数点以下の位取りのスライドスイッチがあるもの 

⑤時計付きのもの 

 
【会場地図】 

講習会場の地図は、受講票・受検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。）。 

（検定会場の詳細については、講習会場でお知らせいたします。なお、講習会場と検定会場はセットとなりますので、

検定会場の変更はできません。）  

 

 

別表１ 
講習開催地一覧 

丙種化学液石講習（略称 丙液講習） （講習コード５３） 【検定試験日】２０２０年２月 28 日（金） 
 

会場 コード 講習日 定員 講習会場 検定会場 

北海道 011 2月 25日(火)～2月 27日(木) 150名 北海道ＬＰガス協会 北海道ＬＰガス協会 

東京都 131 1月 28日(火)～1月 30日(木) 130名 東京セミナー学院 東京セミナー学院 

岐阜県 211 2月 12日(水)～2月 14日(金) 120名 岐阜県エル・ピー・ジー会館 岐阜県エル・ピー・ジー会館 

愛知県 231 2 月 5 日(水)～2 月 7 日(金) 60 名 名古屋企業福祉会館 名古屋企業福祉会館 

京都府 261 2月 12日(水)～2月 14日(金) 84 名 京都経済センター 京都経済センター 

福岡県 401 2 月 4 日(火)～2 月 6 日(木) 75 名 福岡県ＬＰガス協会 福岡県ＬＰガス協会 

 

第二種販売講習（略称 二販講習） （講習コード６１） 【検定試験日】２０２０年３月６日（金） 
 

会場 コード 講習日 定員 講習会場 検定会場 

北海道 011 3 月 3 日(火)～3 月 5 日(木) 100名 北海道ＬＰガス協会 北海道ＬＰガス協会 

岩手県 031 2月 18日(火)～2月 20日(木) 54 名 岩手県ガス会館 岩手県ガス会館 

茨城県 081 2月 26日(水)～2月 28日(金) 40 名 茨城県産業会館 茨城県産業会館 

栃木県 091 2月 18日(火)～2月 20日(木) 100名 栃木県ガス会館 栃木県ガス会館 

群馬県 101 2月 26日(水)～2月 28日(金) 40 名 群馬県農協ビル 群馬県農協ビル 

埼玉県 111 2月 12日(水)～2月 14日(金) 60 名 さいたま共済会館 埼玉県県民健康センター 

千葉県 121 2月 20日(木)～2月 22日(土) 100名 千葉県ガス石油会館 千葉県ガス石油会館 

東京都 131 2 月 5 日(水)～2 月 7 日(金) 70 名 東京セミナー学院 東京セミナー学院 

神奈川県 141 2月 26日(水)～2月 28日(金) 150名 中小企業共済会館本館 中小企業共済会館本館 

新潟県 151 2月 18日(火)～2月 20日(木) 40 名 新潟テルサ 新潟テルサ 

山梨県 191 2月 25日(火)～2月 27日(木) 25 名 山梨県立中小企業人材開発センター 山梨県立中小企業人材開発センター 

岐阜県 211 2月 19日(水)～2月 21日(金) 100名 岐阜県エル・ピー・ジー会館 岐阜県エル・ピー・ジー会館 

愛知県 231 2月 19日(水)～2月 21日(金) 60 名 名古屋企業福祉会館 名古屋企業福祉会館 

三重県 241 2月 18日(火)～2月 20日(木) 50 名 エルピーガス会館 エルピーガス会館 

京都府 261 2月 18日(火)～2月 20日(木) 84 名 京都経済センター 京都経済センター 

奈良県 291 2 月 4 日(火)～2 月 6 日(木) 40 名 奈良県ＬＰガス会館 奈良県ＬＰガス会館 

広島県 341 2月 18日(火)～2月 20日(木) 150名 広島県ＬＰガス会館 広島県ＬＰガス会館 

山口県 351 2月 12日(水)～2月 14日(金) 45 名 山口県セミナーパーク 山口県セミナーパーク 
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会場 コード 講習日 定員 講習会場 検定会場 

福岡県 401 2月 12日(水)～2月 14日(金) 75 名 福岡県ＬＰガス協会 福岡県ＬＰガス協会 

長崎県 421 2月 18日(火)～2月 20日(木) 未定 実施予定 実施予定 

沖縄県 471 1月 21日(火)～1月 23日(木) 80 名 沖縄産業支援センター 沖縄産業支援センター 
 

注：都道府県会場名が網掛けとなった会場では、「業務主任者の代理者講習」を同時に開催いたしません。 

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。 

ただし、※印が付いている講習実施団体は、追加受付を行いません。 

＜これらの団体は、高圧ガス保安協会液化石油ガス教育事務所として、講習を実施します。＞ 
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）北海道 LP ガス協会 北海道 1･2･3･4 ０１１－８１２－６４１１  

（一社）青森県エルピーガス協会 青 森１ ０１７－７７５－２７３１  

（一社）岩手県高圧ガス保安協会 岩 手１ ０１９－６２３－６４７１  

（一社）宮城県 LP ガス協会 宮 城１ ０２２－２６２－０３２１  

（一社）秋田県 LP ガス協会 秋 田１ ０１８－８６２－４９１８  

（一社）山形県 LP ガス協会 山 形１ ０２３－６２３－８３６４  

（一社）福島県 LP ガス協会 福 島１ ０２４－５９３－２１６１  

（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）群馬県 LP ガス協会 群 馬１ ０２７－２５５－６１２１  

（一社）埼玉県 LP ガス協会 埼 玉１ ０４８－８２３－２０２０  

（一社）千葉県 LP ガス協会 千 葉１ ０４３－２４６－１７２５  

（一社）東京都 LP ガス協会 東 京１ ０３－５３６２－３８８１  

※（公社）神奈川県 LP ガス協会 神奈川１ ０４５－２０１－１４００ http://www.kanagawalpg.or.jp/ 

※（一社）新潟県 LP ガス協会 新 潟１ ０２５－２６７－３１７１  

（一社）富山県エルピーガス協会 富 山１ ０７６－４４１－６９９３  

※（一社）石川県エルピーガス協会 石 川１ ０７６－２５４－０６３４  

（一社）福井県 LP ガス協会 福 井１ ０７７６－３４－３９３０  

（一社）山梨県 LP ガス協会 山 梨１ ０５５－２２８－４１７１  

（一社）長野県 LP ガス協会 長 野１ ０２６－２２９－８７３４  

（一社）岐阜県 LP ガス協会 岐 阜１ ０５８－２７４－７１３１  

※（一社）静岡県 LP ガス協会 静 岡１ ０５４－２５５－２４５１  

（一社）愛知県 LP ガス協会 愛 知１ ０５２－２６１－２８９６ http://www.aichilpg.or.jp/ 

（一社）三重県 LP ガス協会 三 重１ ０５９－２２７－６２３８  

（一社）滋賀県 LP ガス協会 滋 賀１ ０７７－５２３－２８９２  

（一社）京都府 LP ガス協会 京 都１ ０７５－３１４－６５１７  

（一社）大阪府 LP ガス協会 大 阪１ ０６－６２６４－７８８８  

（一社）兵庫県 LP ガス協会 兵 庫１ ０７８－３６１－８０６４  

（一社）奈良県 LP ガス協会 奈 良１ ０７４２－３３－７１９２  

（一社）和歌山県 LP ガス協会 和歌山１ ０７３－４７５－４７４０  

（一社）鳥取県 LP ガス協会 鳥 取１ ０８５７－２２－３３１９  

（一社）島根県 LP ガス協会 島 根１ ０８５２－２１－９７１６  

（一社）岡山県 LP ガス協会 岡 山１ ０８６－２２５－１６３６  

（一社）広島県 LP ガス協会 広 島１ ０８２－２７５－１８０４  

（一社）山口県 LP ガス協会 山 口１ ０８３－９２５－６３６１  

（一社）徳島県エルピーガス協会 徳 島１ ０８８－６６５－７７０５  

（一社）香川県 LP ガス協会 香 川１ ０８７－８２１－４４０１  

（一社）愛媛県 LP ガス協会 愛 媛１ ０８９－９４７－４７４４  

（一社）高知県 LP ガス協会 高 知１ ０８８－８０５－１６２２  

（一社）福岡県 LP ガス協会 福 岡１ ０９２－４７６－３８３８  

（一社）佐賀県 LP ガス協会 佐 賀１ ０９５２－２２－５５１６  

（一社）長崎県 LP ガス協会 長 崎１ ０９５－８２４－３７７０  

（一社）熊本県 LP ガス協会 熊 本１ ０９６－３８１－３１３１  

＜北海道内の内訳＞ 
(一社)北海道ＬＰガス協会 

北海道１（札幌会場） 
TEL.011-812-6411   

北海道２（函館会場） 

 道南支部  TEL.0138-51-3320   
北海道３（旭川会場） 

上川支部  TEL.0166-46-3220      

北海道４（釧路会場） 
釧路支部 TEL.0154-23-2655 

http://www.ibakhk.or.jp/
http://www.kanagawalpg.or.jp/
http://www.aichilpg.or.jp/
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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）大分県 LP ガス協会 大 分１ ０９７－５５８－５４８３  

（一社）宮崎県 LP ガス協会 宮 崎１ ０９８５－５２－１１２２  

（一社）鹿児島県 LP ガス協会 鹿児島１ ０９９－２５０－２５３５  

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会 沖 縄１ ０９８－８５８－９５６２  

 

合格基準、正解答等の公表等について 

１．検定試験の合格基準 

検定試験の合格基準は、受験科目ごとに６０％以上の正答です。検定の科目が２科目の場合は、２科目それぞれが合格基準

に達していることが必要です。 
 
２．検定試験の問題、正解答及び合格者番号の公表等 

検定試験の問題、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。 

 

◇公表日及び合否通知発送日 

 丙種化学液石 第二種販売 

問題・正解答 ３月２日（月） ３月９日（月） 

合格者番号 ３月２６日（木） ４月２日（木） 

合否通知発送日 ３月２６日（木） ４月２日（木） 
 

◇検定試験の正解答及び合格者番号の公表方法 

  高圧ガス保安協会のホームページ上に掲載（公表日の 15 時頃） 

 

 

専用郵便振替用紙によるお申込みについて 

◇高圧ガス保安協会指定の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。期間外に入金さ

れた場合や、満席となった会場をお申し込みされた場合は、ご返金します。 

◇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。 

◇１名の申込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、便利で早いインターネットに

よるお申込みをおすすめします。 

◇次頁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。 

 

◇高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則第４条第２項から第４項により、講習の一部免除を希

望する方は、免除欄に免除区分コードを記載してください。記載がない場合は全科目受講となります。免除区分コードは

次の別表３をご覧ください。 

・一部免除を申請された方は、後日、免状等の写しをファクシミリ送信していただきます。また、講習当日には、免除申

請に該当する免状等を持参し、講習受付時に提示してください。 

・第二種販売講習の一部免除に該当する場合であっても、保安法と液石法を分割しないで法令講習を実施する場合には、

一部免除はできません。この場合には、すべての講習を受講してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL https://www.khk.or.jp/ 
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別表 3 

講習の一部免除申請の区分 

講習の種類 一部免除申請の区分 
区分 

コード 
免除が受けられる条件 

丙種化学液石 保安管理技術・学識免除 ５ ※１ 

第二種販売 

高圧ガス保安法令免除 ２ 丙種化学特別試験科目試験の合格者 

液化石油ガス法令免除※２ ３ 液化石油ガス設備士免状交付者 

高圧ガス保安法令・液化石油ガ

ス法令免除 
４ 

丙種化学特別試験科目試験の合格者で

液化石油ガス設備士免状交付者 

※１ 労働安全衛生法第 11 条第１項の安全管理者に選任されて通算１年以上その職務に従事した方。なお、講習は免除さ

れますが、検定試験（学識及び保安管理技術）は、受検する必要があります。 

※２ 液化石油ガス法令とは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」です。 

 

▼第二種販売講習について、甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械、丙種化学（液石）（昭和５１年２月２２日以降の

丙種化学液石試験に合格した者に限る。）の何れかの国家試験合格者又は免状交付者は、受講する必要はありません。 

国家試験で法令【液石法】のみを受験申請の上、受験してください。 

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、 

・受付確認のための申込完了メール等が法人の申込担当者宛に送信されます。 

・受講票・受検票及び合否通知書の発送並びに各種のご連絡は、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・管理等が容易に行えます。 

・受講料を振り込む際、振込名義は、「法人名」で行えます。 

◇法人申込の場合、上記期日までに取消手続き（２ページ参照）を完了していただかないと申込者に債務が発生します。講習

会への出欠にかかわらず、受講料をお支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。 

◇「法人申込」で複数者のお申込みをされる場合は、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 

（１名ごとに確認をしながら申し込む際に便利です。） 

・ファイル･アップロード方式（最新版をご利用ください。） 

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 

（多人数の方を申し込む際に便利です。） 

 

◇法人情報を変更する場合、インターネットの申込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。 
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◆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 

〒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/ 

 

 

https://www.khk.or.jp/

