この講習は、保安係員に選任
された方の法定義務講習です

令和４年度

保安教育の一環として
も、ご利用ください

上期

法定義務講習

保安係員（ＬＰガス）
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。＞

高圧ガス保安協会
講習をお申込みされる方へ

保安係員（ＬＰ）講習は、オンライン講習（インターネット回線を利用した映像配信による講習）で実施
します。これにより、お申込みもインターネットでの受付に限定します。
受講を希望される方は、ご注意ください。
オンライン講習に関するご案内は、以下のサイト（二次元コード）に掲載しています。
https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/
※オンライン講習の実施方法やインターネット利用環境がない方は、以下にお問い合せください。
インターネット利用環境がない方へはオンライン講習以外での受講方法についてご案内いたします。
本件のお問い合わせ先： 教育事業部 電話 03-3436-6102 受付時間 9:30～17:30（土日祝日を除く。）
中部支部 電話 052-221-8730 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。）
近畿支部 電話 06-6312-4052 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。）
中国支部 電話 082-243-8016 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。）
【お申込方法】

・インターネットによるお申込み
｢ＫＨＫホームページ｣(以下の URL 又は二次元コード)からお申込みください。
https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/
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。
（4 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｡>

【受付期間】
インターネットによるお申込み

◇令和 4 年 4 月 11 日(月) ～ ５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。
）

※締切日後でも｢追加受付｣をする場合があります。追加受付については、以下にお問い合わせください。
お問い合わせ先：教育事業部 電話 03-3436-6102

【受講料と支払方法】

講習の種類

保安係員（LP）

受講料(インターネット申込)

１２,３００円（非課税）

◇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。
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◇インターネット申込みをされた方は、必ず、指定された銀行口座にお振込ください。口座番号は、申し込み毎に異なりま
す。また、振込先と依頼人名の誤りにご注意ください。

【申込内容の変更・取消について】

◆申込内容の変更・取消は、 ５月９日（月）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。欠席や受講キャンセルに伴う返金はできません。

【受講票の送付】

オンライン講習のため、紙の受講票の送付はありません

◇受講票に代えてオンライン講習用サイトにアクセスするための情報を ６月２４日（金）まで に受講予定者が申込時
に登録したメールアドレスに送信します。また、メールには、オンライン講習に係る重要な情報を記載していますので必
ずご確認ください。
◇オンライン講習は、株式会社デジタル・ナレッジが提供する配信サイトで実施しますので、お申込み前に以下の URL に
アクセスいただき、動作環境を必ずご確認ください。
※「受講者クライアント（レスポンシブデザイン）
」の内容をご確認ください。

https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/price_kd/
◇オンライン講習の詳細につきましては、あらためて協会 HP にてお知らせいたします。

【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
保安係員
(ＬＰガス)

書籍名

書籍コード

定価（税込）

高圧ガス製造保安係員講習テキスト
〔液化石油ガス編〕第５次改訂版

BK219021

1,570 円

高圧ガス保安法規集 第２０次改訂版

BK101022

4,920 円

◇テキスト等のご注文（テキスト等は事前に購入してください。
）
・テキスト等の販売方法は、別表２(3～4 ページ)に記載の事務所一覧（テキスト販売先）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をしないようにご注意くださ
い。

【新型コロナウイルス感染拡大防止に係るお願い】

◇次に該当する方は、講習会に参加することができませんので、ご了承ください。
・新型コロナウイルスに罹患し、治癒されていない方
・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
◇講習会の当日は、マスクを着用し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。
◇講習会の当日、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。
◇講習会場では、主催者による検温を実施する場合があります。
主催者による検温の結果、発熱が認められるときは、受講をお断りしますので、ご了承ください。
※検温は受付等で行いますので、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。
注）上記の内容は、国、地方自治体等の方針により変更することがあります。変更などの情報は、高圧ガス保安協会ホーム
ページに掲載しますので、そちらをご確認ください。

【講習時間等】

◇オンラインの講習時間は 14 時間以上となります。期間中にすべての動画教材の視聴を完了し、その後の修了調査（オン
ラインで実施）を実施しなければ講習の修了を証する書面の発送は行いません。

◇講習の修了を証する書面には、講習修了証明シールが一体となっております。当該シールを高圧ガス製造保安責任者免
状（選任届に用いたもの）の備考欄に貼付してください。
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別表１

【オンライン講習】

オンライン講習の実施方法やインターネット利用環境がない方は、以下にお問い合せください。
インターネット利用環境がない方へはオンライン講習以外での受講方法についてご案内いたします。
本件のお問い合わせ先： 教育事業部 電話 03-3436-6102 受付時間 9:30～17:30（土日祝日を除く。）
中部支部 電話 052-221-8730 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。）
近畿支部 電話 06-6312-4052 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。）
中国支部 電話 082-243-8016 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。）

保安係員（LP）講習

（略称

係員(LP)講習）

会場

コード

オンライン講習期間

東京都

131

6 月 27 日(月) ～ 7 月 19 日(火)

講習会場
オンライン講習

※システムの便宜上、ご受講いただくすべての方の会場が「東京都」となっております。お申し込み時の会場は「東京都」を
お選びください。

別表２
事務所一覧（テキスト販売先）
事務所名
(一社)北海道ＬＰガス協会
(一社)青森県エルピーガス協会
(一社)岩手県高圧ガス保安協会
(一社)宮城県ＬＰガス協会
(一社)秋田県ＬＰガス協会
(一社)山形県ＬＰガス協会
(一社)福島県ＬＰガス協会
(一社)茨城県高圧ガス保安協会
(一社)栃木県ＬＰガス協会
(一社)群馬県ＬＰガス協会
(一社)埼玉県ＬＰガス協会
(一社)千葉県ＬＰガス協会
(一社)東京都ＬＰガス協会
(公社)神奈川県ＬＰガス協会
(一社)新潟県ＬＰガス協会
(一社)富山県エルピーガス協会
(一社)石川県エルピーガス協会
(一社)福井県ＬＰガス協会
(一社)山梨県ＬＰガス協会
(一社)長野県ＬＰガス協会
(一社)岐阜県ＬＰガス協会
(一社)静岡県ＬＰガス協会
(一社)愛知県ＬＰガス協会
(一社)三重県ＬＰガス協会
(一社)滋賀県ＬＰガス協会
(一社)京都府ＬＰガス協会
(一社)大阪府ＬＰガス協会
(一社)兵庫県ＬＰガス協会
(一社)奈良県ＬＰガス協会
(一社)和歌山県ＬＰガス協会
(一社)鳥取県ＬＰガス協会
(一社)島根県ＬＰガス協会
(一社)岡山県ＬＰガス協会
(一社)広島県ＬＰガス協会
(一社)山口県ＬＰガス協会
(一社)徳島県エルピーガス協会

管 轄
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県

電話番号
011-812-6411
017-775-2731
019-623-6471
022-262-0321
018-862-4918
023-623-8364
024-593-2161
029-225-3261
028-689-5200
027-255-6121
048-823-2020
043-246-1725
03-5362-3881
045-201-1400
025-267-3171
076-441-6993
076-254-0634
0776-34-3930
055-228-4171
026-229-8734
058-274-7131
054-255-2451
052-261-2896
059-227-6238
077-523-2892
075-314-6517
06-6264-7888
078-361-8064
0742-33-7192
073-475-4740
0857-22-3319
0852-21-9716
086-225-1636
082-275-1804
083-925-6361
088-665-7705
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ホームページ等

http://hokkaidolpg.or.jp/
http://www.aolpg.or.jp/

http://www.iwatelpg.com/
http://www.miyagi-lpg.or.jp/
http://www.akitalpg.or.jp/
https://yamagatalpg.jp/
https://www.fukushimalpg.or.jp/
http://www.ibakhk.or.jp/
http://www.tochigilpg.or.jp/
http://www.gunma-lpg.jp/
http://saitamalpg.or.jp/
http://www.chibalpg.or.jp/
http://www.tokyolpg.or.jp/
https://www.kanagawalpg.or.jp/
https://ngt-lpg.or.jp/
http://www.toyamalp.jp/
http://ishikawa-lpg.jp/
https://www.fukui-lpg.jp/
http://ylpgas.jp/
http://naganolp.or.jp/
http://www.gifulpg.or.jp/
http://www.shizuokalpg.or.jp/
http://www.aichilpg.or.jp/
http://www.mielpg.or.jp/
https://www.shiga-lpg.or.jp/
http://www.kyotolpg.or.jp/
http://www.osakalpg.or.jp/
http://www.hyogolpg.or.jp/
https://www.naralpg.jp/
http://www.wakayamalpg.or.jp/
http://www.tottorilpg.jp/
http://shimalpg.jp/
http://okalpgas.jp/
http://www.hiroshima-lpg.jp/
https://y-lpgas.jp/
http://www.tokushimalpg.or.jp/

事務所名
(一社)香川県ＬＰガス協会
(一社)愛媛県ＬＰガス協会
(一社)高知県ＬＰガス協会
(一社)福岡県ＬＰガス協会
(一社)佐賀県ＬＰガス協会
(一社)長崎県ＬＰガス協会
(一社)熊本県ＬＰガス協会
(一社)大分県ＬＰガス協会
(一社)宮崎県ＬＰガス協会
(一社)鹿児島県ＬＰガス協会
(一社)沖縄県高圧ガス保安協会

管 轄
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

電話番号
087-821-4401
089-947-4744
088-805-1622
092-476-3838
0952-20-0331
095-824-3770
096-381-3131
097-558-5483
0985-52-1122
099-250-2535
098-858-9562

ホームページ等

http://www.kagawalp.sakura.ne.jp/
http://www.ehime-lpg.or.jp/
http://www.kochilpg.jp/
http://www.f-lpg.com/
https://www.sagalpg.com/
http://www.lpg-n.or.jp/
http://www.kumalpg.or.jp/
http://www.oitalpg.or.jp/
http://www.miyazakilpg.or.jp/
http://www.kglpg.or.jp/
https://www.okinawakhk.or.jp/

※上記の事務所において、テキスト等のお問い合わせと販売を承ります。

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。
・お申し込み後の自動返信メールの送信、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。但し、オンライン講習の受講に必要な情報（ログイン ID 及びパスワード等）については、
受講者本人のメールアドレスに直接送信いたします。
・受講料を振り込む際、振込名義は、
「法人名」で行えます。
◇インターネット申込においては、開催通知を送信するために受講者ごとのメールアドレスが必要となります。また、オンラ
イン講習の受講に必要な情報（ログイン ID 及びパスワード等）については、受講者本人のメールアドレスに直接送信いた
します。
◇受講取消を行う場合、変更取消の期日（2 ページ参照）までに取消手続きを完了していただかなければ、申込者に債務が発
生いたします。講習会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。
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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。

◆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/
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