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好評につき継続開催！ 
 

 

 

 

 

 
 

最近の大規模地震被害想定を受け、高圧ガス関連分野においても耐震問題への関心が高まってきており、当協会で

は平成 29 年度に高圧ガス関連事業者への耐震告示の改定動向を含めた耐震設計技術に関する最新の知見やノウハウ

の提供、情報共有化等を目的に、「高圧ガス設備等耐震設計講座」を開催しました。多数の参加をいただき、皆様から大

変好評を得たことから、本年度も引き続き、「高圧ガス設備等耐震設計講座」を開催することといたしました。 

昨年度行った各事業者殿の耐震問題への取り組みの紹介を始め、耐震設計（工学）の基礎では十分な講義時間を確

保し、耐震告示の改正動向（性能規定化）、さらに今後注目される「サイトスペシフィック地震動による耐震設計」に関する

講義など、最新動向をとらえた内容になっておりますので、是非この機会にご参加ください。 
 

1. 開催日程等(会場は 5.講座会場にてご確認ください。) 

回 開 催 日 テーマ・講師 定 員 

第 1回 
平成 30年 

7月 26日（木） 

耐震設計講座の開催に当たって 

高圧ガス保安協会 理事 杉浦 好之 

120名 

土木・建築分野の耐震設計の変遷 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 審議役 木全 宏之 

高圧ガス分野の耐震設計の変遷・現行「耐震告示」 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 大野 卓志 

「耐震告示」の改正に向けた検討状況 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 部長代理 小山田 賢治 

第 2回 
平成 30年 

8月 24日（金） 

地震波の伝播・設計地震動 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 審議役 木全 宏之 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 大野 卓志 

120名 サイト特性を考慮した設計用地震動の作成方法 

株式会社大崎総合研究所 技術顧問 渡辺 孝英 氏 

サイト毎に想定される地震動を適用した評価・補強の事例 

出光興産株式会社  エンジニアリング室 上席主任部員 三浦 正博 氏 

第 3回 
平成 30年 

9月 19日（水） 

耐震設計法(1)：震度法・修正震度法 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 審議役 木全 宏之 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 大野 卓志 

120名 
配管の耐震設計・耐震補強事例 

ＪXTGエネルギー株式会社 製造本部 技術計画部 

プロジェクト管理グループ チーフスペシャリスト 吉岡 樹男 氏 

限界状態設計法と耐震告示 －性能規定化への課題－ 

青山学院大学 名誉教授 小林 信之 氏 

第 4回、第 5回、第 6回は次ページに記載します。 

  

平成 30年度 

「高圧ガス設備等耐震設計講座」 
開催のご案内 
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回 開 催 日 テーマ・講師 定 員 

第 4回 
平成 30年 

10月 17日（水） 

耐震設計法(2)：塑性率評価法（保有耐力評価法） 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 審議役 木全 宏之 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 大野 卓志 

120名 
花王における地震津波対策取り組み状況と効果 

花王株式会社 技術開発センター 

シニアパートナー （元 基幹技術グループ長） 四十物 清 氏 

最近の活断層や海溝型巨大地震の強震動特性と設計用地震動に適用する上での注意点  

工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授 久田 嘉章 氏 

第 5回 
平成 30年 

11月 8日（木） 

耐震設計法(3)：動的解析法 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 審議役 木全 宏之 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 大野 卓志 

120名 
旭化成における高圧ガス設備耐震補強の取組 

旭化成株式会社 生産技術本部 エンジニアリングセンター 土木建築部  

富士地区グループ長 佐藤 嘉昌 氏 

地盤構造から見た地震動の特徴について 

東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 盛川 仁 氏 

第 6回 
平成 30年 

11月 30日（金） 

土の動的性質・地盤震動・基礎の耐震設計法 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 審議役 木全 宏之 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 大野 卓志 

120名 

①既設高圧ガスタンクの液状化対策－意図して液状化層を残した地盤改良－  

②東北地方太平洋沖地震で被災した高圧ガスタンク基礎の再利用 

昭和電工株式会社 エネルギー・電力部長 戸早 孝幸 氏 

阪神・淡路大震災以後の地盤の液状化に関する課題 

東京電機大学 レジリエントスマートシティ研究所 

プロジェクト研究教授 安田 進 氏 

◇講座時間は、13:00～17:00（各回共通）を予定しております。各回の講演テーマ、講演順は変更になる場合があります。 

◇受付開始は、12:30頃（予定）  

◇使用資料等は、講座当日、会場にてお渡しいたします。 

◇調整中のテーマ等については決定次第、KHKのホームページにてお知らせいたします。 
 
2. 参加料 

一括申込 
(６回シリーズ一括での申込み) 

ＫＨＫ会員※(1)(2) 

支部会員※(3) 
81,000円（税込） 

一般 

（非会員） 
90,000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)ＫＨ

Ｋ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。 

スポット申込 
(各回次に空席がある場合は、スポ

ットでの受付も行います。) 

ＫＨＫ会員 

支部会員 

一般（非会員） 

15,000円（税込） 
（1回あたり） 

※「参加申込書」の[備考欄]に開催回次と

スポットでの参加の旨を記載してください。

（例：第 1回 スポットでの参加を希望） 

※一括申込を優先しているため、スポット申込の場合は仮予約の扱いとなり、必ずしも受講できるとは限りません。一括申込にて該

当回次が満席となった場合は受講することができないため、参加料をご返金いたします。なお、スポット申込は受付順（入金確認

ができた場合に限る）としています。 

※席の空き状況は、KHKホームページ（http://www.khk.or.jp/seminars_events/seminars.html）にてお知らせいたします。 

 

3. 申込方法  
◇参加料を「4.申込先・振込先」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）。 
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◇振込領収書のコピーを、必要事項を記入した「参加申込書」に添えて、「4.申込先・振込先」へ FAXまたは郵送にてお

申込みください。 

◇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。 

◇スポット申込の場合は、「参加申込書」の[備考欄]に開催回次とスポットでの参加の旨を記載してください。（例：第 1

回 スポットでの参加を希望） 

◇セミナー当日は、参加票をご持参ください。参加票の発送方法は以下のとおりです。参加票が届かない場合は 4.申

込先までご連絡ください。 

a)一括申込：6回分の参加票を 7月 19日（木）までにお手元に届くよう郵便、FAXまたは e-mailにて送付させていた

だきます。 

b)スポット申込：開催日の 1週間前までにお手元に届くように郵便、FAXまたは e-mailにて送付させていただきます。 

【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。 

・申込後、お客様のご都合により、申込のキャンセルがある場合は、「4.申込先・振込先」へ FAXまたは e-mailにてご連

絡ください。なお、参加者の変更は可能です。 

キャンセルがある場合には、キャンセル時期に応じて、原則として以下のとおり参加料を返金いたしますので、予めご

了承願います。 

 
7月 19日まで 

7月 20日 

～7月 25日 

7月 26日 

～8月 23日 

8月 24日 

～9月 18日 

9月 19日 

～10月 16日 

10月 17日 

～11月 7日 

11月 8日 

～11月 29日 

一括申込(会員) 81,000円 56,700円 47,250円 37,800円 28,350円 18,900円 9,450円 

一括申込(非会員)  90,000円 63,000円 52,500円 42,000円 31,500円 21,000円 10,500円 

スポット申込 返金不可 

・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 

６月１日（金）～７月１９日（木）(７月１９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。 

◎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、4.申込先までお問い合わせ下さい。 
 
4. 申込先・振込先  

お申込先 お振込口座 

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 

〒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 e-mail:seminar@khk.or.jp 

 
5. 講座会場（注：お車でのご来場はご遠慮ください。案内図は参加票に記載します。） 

ＣＩＶＩ研修センター日本橋 

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-6 

クアトロ室町ビル４･５･６F(CIVIフロント4階) 

 

・JR「新日本橋」駅徒歩2分 
・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅徒歩2分        
・JR「神田」駅徒歩3分 

 

  

（参加者情報の取扱いについて） 

◇高圧ガス保安協会(KHK)は、講座の申込みをされた方のプライバシーを尊重します。 

◇講座申込の際に氏名、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講座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。 

申込の種類 

キャンセル 

時期 
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平成 30年度 高圧ガス設備等耐震設計講座 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 30 年  月  日 

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 

〒 

◇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。） 
※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。 

[備考欄] 

 

ＨＰ 


