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当セミナーは、高圧ガス保安法について、用語の定義や法の体系といった導入から始まり、

規制化されたきっかけについてその背景と事故例を交えながら解説する他、各規則間（一般

則、LP 則、コンビ則等）で混同しやすいポイントなど、一般的に難解といわれている高圧ガ

ス保安法令の理解をさらに深めていただくため 1 日かけて講義するものです。 

現在、高圧ガス関連の業務に就かれている方は法令の復習や再確認のため、これから高圧

ガス関連業務に就かれる方は事前知識を得るため、是非とも当セミナーへのご参加をおすす

めします。是非、当セミナーを社外教育としてもご活用ください。 

また、今年度は東京と福岡で開催するとともに、オンデマンド配信によるオンラインでも

開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

受付 
開始 

７月２８日（木）～ 
受付
締切 

【東京会場】  ９月１５日（木） 

【福岡会場】  ９月２１日（水） 

【オンライン】１０月１９日（水） 

 ○ 受付期間中であっても現地会場の定員に達した場合には締め切ります。 
 ○ オンラインについては、配信期間中も受付をいたしますが、配信終了日の延長はいたしません。 

○ 今年度は、東京と福岡の現地会場で開催するとともに、オンデマンド配信によるオンラインでも開催いたします。な

お、1 名分のお申込みで現地会場とオンラインの両方を受講することはできません。両方の受講をご希望の場合は、

現地会場とオンラインのそれぞれをお申し込みください。 

○ 現地会場とオンラインでは申込から受講までの流れが異なりますので、３.および４.の各「申込～受講までの流れ」

をご確認ください。 

○ 現地会場については開催最少人数に満たない場合は、中止とさせていただくことがありますのでご了承ください。 

 

 
２０２２年１０月５日（水）   ～１０月２６日（水） 
   
 【講師】高圧ガス保安協会専任講師 山川 雅美 

  ・オンデマンド配信は事前に撮影した映像で、現地会場と同講義内容です。 

  ・配信期間中は繰り返し視聴が可能です。 

 オンライン（オンデマンド配信） 

 1０:００ 

配信開始 
 ２３:５９ 

配信終了 

 開催日程等 

 
 ２０２２年９月２２日（木） 
 【時間】10:00～16:30 

 【会場】高圧ガス保安協会 本部／定員：20 名  

 【講師】高圧ガス保安協会専任講師  

     山川 雅美  

 東 京 会 場（現地会場） 

 
 ２０２２年９月２８日（水） 
 【時間】10:00～16:30  

 【会場】福岡商工会議所ビル ／ 定員：40 名 

 【講師】元 大分県職員  

     宇都宮 敏  

 

 福 岡 会 場（現地会場） 

令和４年度 

「高圧ガス保安法令セミナー」 
開催のご案内 
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1. 講習内容予定                 
  （各会場および映像共通内容） 

講 義 内 容 講 師（予定） 

「高圧ガス保安法」のポイント 

・ 高圧ガス保安法の目的 

・ 高圧ガス保安法の適用を受ける「高圧ガス」 

・ 高圧ガス保安法で規制されている高圧ガスの取扱い 

・ 高圧ガス製造者等の自主保安のための措置 

・ 高圧ガスの取扱者等が受ける規制及び災害発生防止のための措置 

・ 高圧ガスを充塡する容器に対する規制 

【オンライン、東京】 

高圧ガス保安協会専任講師 

  山川 雅美 
 

【福岡】 

元 大分県職員 

    宇都宮 敏  

 

2. 参加料 （現地会場・オンライン(オンデマンド配信) 共通） 
 下記参加料には、テキスト「高圧ガス保安法令テキスト 第４次改訂版 定価：2,100 円（税込）」代も

含んでおります。 

                              一般（非会員） 

9,300 円（税込） 10,300 円（税込） 

※ 会員としての参加料の適用は、(1) KHK 本部にご入会頂いている事業者会員、団体会員及び賛助会員

に所属する従業員、(2) KHK 本部にご入会頂いている個人会員、(3) KHK 支部が設けた支部協賛者

の従業員の場合に限ります。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など)

の会員の方は、KHK 会員の参加費は適用されません。 

 

３. 申込～受講までの流れ【現地会場】 
 

◇ 申込前に、新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願いを、以下 URL からご確認ください。 

  弊協会の HP ( https://www.khk.or.jp/seminars_events/ ) 

◇ ５．申込方法をご確認のうえお申込みください。 

◇ 現地会場の地図等を記載した「参加票」を E メールにて、セミナー開催日の７日前頃に一斉送付します。 

◇ セミナー当日、上記参加票を以下の会場にお持ちください。テキスト等の配布資料は現地にてお渡し  

いたします。 

 

会場案内図 （注：各会場ともお車でのご来場はご遠慮ください。） 

《東京》高圧ガス保安協会 本部 会議室 

東京都港区虎ノ門 4-3-13 ﾋｭｰﾘｯｸ神谷町ﾋﾞﾙ 

東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩 2 分 

《福岡》福岡商工会議所ビル 

   福岡県福岡市博多区博多駅 2-9-28 

   JR 博多駅 徒歩 10 分 

地下鉄祇園駅 徒歩 5 分 

  

KHK 会員※(1)(2)支部会員※(3) 会員 

https://www.khk.or.jp/seminars_events/
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４. 申込～受講までの流れ【オンライン（オンマンド配信）】 
◇ オンデマンド配信は「動画配信システム スマートスタディ」を使用する予定です。 

◇ 推奨環境は、以下 URL からご確認ください。 

   https://business.ntt-east.co.jp/service/e-learning/terms.html 

◇ 上記確認後、５．申込方法に従ってお申込みください。本セミナーは、１ID につき１名様の受講をお

願いしております。１ID にて複数人の受講はできません。 

◇ ＩＤ、パスワード等を記載した「参加票」を E メールにて、テキスト等の配付資料を郵送等にて各々、

セミナー開催日の７日前頃に一斉送付します。参加票は受講者または送付先ご担当者様が責任をもって

管理してください。一斉送付後のお申込については、受付後、2 営業日以内に参加票等を送付いたしま

す。 

◇ 配信期間中、上記参加票の内容に沿って視聴サイトより、ご受講ください。 

◇ 視聴にあたっての注意事項や免責事項等については、以下 URL からご確認いただき、ご了承の上お申

込みください。 

  https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/edu/suishin/2020/onlineseminar_info_20201203.pdf 
 

５. お申込方法 
・以下 URL の高圧ガス保安協会が運営する公式 EC サイトにてお申込いただきます。 

  https://www.weborder.khk.or.jp/products/seminar/detail/353/membership/1 

・お申込の流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お申込方法の詳細については、以下 URL のマニュアルをご確認ください。 

https://www.weborder.khk.or.jp/html/template/default/assets/pdf/khk_ec_manual.pdf 

  → ログインアカウント登録について P.9～P.20 に記載 

  → セミナー申込の流れについて P.78～P.100 に記載 

  → 各お支払い方法について P.101～P.123 に記載  

上記 URL の申込サイトにアクセスする。 

ログインアカウントを登録し、申込を行いたいセミナーの詳細ページ内の「会員区分」「参
加方法」を選択のうえ、カートに入れる。 

申込内容を確認し、申込を確定させると、申込完了メール（送信元：seminar2@khk.or.jp）
が送信されます。 

「コンビニ」「銀行振込（請求書）」 

申込受付完了。 ⇒参加票の連絡をお待ちください。 

お客様によるお支払い 

（申込完了メールに記載の支払い先情報に従い、お支

払いください。） 

（社内手続き上等の理由により、お支払いがセミナー

開始以降になる場合は、振込予定日を E メールにて、

「seminar2@khk.or.jp」までご連絡ください。 

申込責任者情報入力※1、参加者情報入力※2、支払い方法の選択※3を行う。 

※1 ログインアカウントの情報が初期表示されます。 

※2 一度に複数名の方の申込が可能です。（最大 30 名まで） 

※3 「クレジットカード」「コンビニ」「銀行振込（請求書）」から選択が可能です。 

クレジットカード決済 

https://business.ntt-east.co.jp/service/e-learning/terms.html
https://www.weborder.khk.or.jp/products/seminar/detail/353/membership/1
https://www.weborder.khk.or.jp/html/template/default/assets/pdf/khk_ec_manual.pdf
mailto:seminar2@khk.or.jp
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６. お問合せ先 

 

 

【注意事項】 

・参加票発送後(正式受付後)はご返金いたしかねますのでご了承ください（参加者の変更は可能です）。 

・現地会場のお客様につきましては、コロナウイルスの感染状況、天災その他により開催ができない場

合、登録メールアドレス宛へのご連絡および弊協会 HP（https://www.khk.or.jp/seminars_events/）

にてご案内いたします。          

高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門  

          東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町 

Tel：03-3436-6102  Fax：03-3459-6613  Mail：seminar@khk.or.jp 
 

（参加者情報の取扱いについて） 

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

◇ 説明会申込の際に氏名、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説明会の受

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っています。 

◇ 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。 

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

