
第20回 事故の教訓と保安管理技術セミナー 
開催のご案内 

 本セミナーは、高圧ガス製造事業者全般を対象に、高圧ガス製造事業者の保
安管理活動、自主保安活動に対する情報提供等を目的として、2日間にわたり
開催いたします。 

 1日目は、「保安管理技術編」として、最近の高圧ガス保安行政、保安管理活動

に関するご講演をいただき、高圧ガス保安協会からは認定調査に関する気づ
き事項等の説明をいたします。 

 2日目は、「事故の教訓と保安対策編」として、過去に発生したコンビナート事故

やトラブル、その後の取り組み状況等についてご講演いただき、高圧ガス保安
協会からは事故調査に関する活動報告をいたします。 

 本セミナーは高圧ガス製造事業所の自主保安活動の参考となる情報を得る貴
重な機会となりますので、多くの方々のご参加をお待ちしております。 

開催日程 

東京 
（横浜） 

会場:ホテルニューグランド（神奈川県横浜市山下町） 
  ※セミナー会場への飲食物の持込は不可となっております。 
  施設内のサービス、店舗、自動販売機等をご利用ください。 

1日目 保安管理技術編 
     2020年10月28日(水) 13:00～17:30 

大阪 

会場:グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場） 
  ※セミナー会場への飲食物の持込は不可となっております。 
  施設内のサービス、店舗、自動販売機等をご利用ください。 

1日目 保安管理技術編 
     2020年9月24日(木)  13:00～17:30 

 現地会場では、政府による新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
などを参考に、座席間の距離を確保し、定期的な換気を実施するなど「三つの
密」を徹底的に避ける対策を講じた上で開催いたします。セミナー参加者の皆
様にはマスクの着用、手洗いなどの手指衛生、検温の実施など同対策にご協
力いただきますようお願いいたします。 

2日目 事故の教訓と保安対策編  
     2020年10月29日(木) 10:00～16:50 

2日目 事故の教訓と保安対策編 
     2020年9月25日(金)  10:00～16:50 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

オンラインセミナー・ライブを同時開催いたします！ 
 現地会場（大阪・東京）で開催するとともに、「オンラインセミナー・ライブ」を実施

いたします。（㈱ブイキューブのV-cubeセミナー による配信となります。） 
  ※お申込みお一人様当たり、お一人の視聴となります。また、ブラウザからのご視聴となります。 

オンラインセミ
ナー・ライブも開催
日時は同様です 

オンラインセミ
ナー・ライブも開催
日時は同様です 



時間 講演内容 

13:00～13:05 ご挨拶                                         高圧ガス保安協会 

13:05～13:50 「最近の高圧ガス保安行政について」 経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室様 

13:50～14:15 ｢認定調査に係るグッドプラクティス等について」       高圧ガス保安協会 高圧ガス部 

14:15～14:25 休憩 

14:25～14:50 
「Condition Based Maintenance (スーパー認定事業所における開放検査周期の延長拡大)に
ついて」                

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 

14:50～15:20 
「自主保安高度化事業者認定取得の取組み 
      －液化窒素コールドエバポレータのリスクアセスメント－」 

株式会社フジキン 大阪工場柏原  新品質保証課 課長 上妻 賢司様 

15:20～15:30 休憩 

15:30～16:20 「高圧ガス スーパー認定取得の取組みについて」 
出光興産株式会社 千葉事業所 安全環境室 室長 松本 崇様 

16:20～16:30 休憩 

16:30～17:30 特別講演 「プラントにおけるAI、IoT又はBig Dataの活用」 
日本電気株式会社コーポレート事業開発本部 シニアデータアナリスト 相馬 知也様 

開催内容 
◇1日目 保安管理技術編 
特別講演として、「プラントにおけるAI、IoT又はBig Dataの活用」と題し、日本電気㈱の相馬知也様よりご講演をいただき

ます。また、経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室様より「最近の高圧ガス保安行政について」と題し、行政情報
をご提供いただきます。さらに自主保安高度化認定を取得された（株）フジキン様、スーパー認定を取得された出光興産
（株）千葉事業所様よりご講演いただきます。その他、高圧ガス保安協会から「Condition Based Maintenance (スーパー認
定事業所における開放検査周期の延長拡大)について」などをご説明いたします。 

 

 

◇2日目 事故の教訓と保安対策編 
特別講演として、工学院大学名誉教授 木村 雄二 様より 「重大事故に学べたか」 と題しご講演いただきます。また、コス

モ石油（株）千葉製油所様より「令和元年房総半島台風（台風１５号）の被害と対応について」を、三菱マテリアル（株）様
より「高純度多結晶シリコン製造施設の爆発火災事故」をご講演いただきます。その他、高圧ガス保安協会から「重大事
故と保安規制」などのご説明をいたします。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、飲食の提供はございません。ご不便をおかけいたしますが、施設内の店舗
または会場周辺の飲食店をご利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、情報交換会の開催はございません。 

時間 講演内容 

10:00～10:05 ご挨拶                                        高圧ガス保安協会  

10:05～10:50 「高圧ガス保安協会における事故防止に向けた取り組み」   
高圧ガス保安協会 高圧ガス部 

10:50～11:00 休憩 

11:00～12:00 「令和元年房総半島台風（台風１５号）の被害と対応について」 
コスモ石油株式会社 千葉製油所 安全環境担当副所長 堀口 正浩様 

12:00～13:10 お昼休憩 （今年は昼食の提供はございません）※ 

13:10～14:10 「高純度多結晶シリコン製造施設の爆発火災事故｣ 
三菱マテリアル株式会社 四日市工場 環境安全部 部長 杉浦 賢吾様 

14:10～14:20 休憩 

14:20～15:05 「重大事故と保安規制」                     高圧ガス保安協会 高圧ガス部 

15:05～15:15 休憩 

15:15～16:45 特別講演 「重大事故に学べたか」  
学校法人工学院大学 名誉教授 木村 雄二様 

16:45～16:50 閉会ご挨拶                                     高圧ガス保安協会 



KHK会員・支部会員（注） 一般（非会員） 

2日間参加 36,000円(税込) 44,500円(税込) 

1日目（保安管理技術編）のみ参加 25,900円(税込) 32,000円(税込) 

2日目（事故の教訓と保安対策編）のみ参加 16,900円(税込) 23,200円(税込) 

（注）会員の参加料が適用されるのは、1) KHK本部にご入会頂いている事業者会員、団体会員及び賛助者に所属する従業員、
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。 

参加費用（現地開催、オンラインセミナー・ライブ共通） 

参加者特典 
本セミナー参加様限定でお得な割引価格による図書販売を行います。 
本セミナーの参加申し込みにあわせてこの機会に是非お申込みくださ 
い!!（KHKウェブサイトお申込みフォームに必要冊数をご入力ください。） 
なお、この特典のお支払いはセミナー参加費とは別になります。 
お届けしたご注文図書に同梱された請求書により、1ヶ月以内にお振り込みをお願いいたします。 
（送料実費、振込手数料はお客様負担とさせていただきます。） 

図書名 定価 割引価格 

 「重大事故に学ぶ」（令和元年12月発行） 13,200円(税込) 11,880円(税込) 10%割引 

 「続 高圧ガスの事故に学ぶ」（令和元年8月発行） 2,640円(税込) 2,376円(税込) 10%割引 

 「2冊セット 
（重大事故に学ぶ＋続 高圧ガスの事故に学ぶ）」 15,840円(税込) 13,464円(税込) 15%割引 

 「3冊セット 
  （重大事故に学ぶ＋続 高圧ガスの事故に学ぶ 

＋高圧ガスの事故に学ぶ）」 
18,460円(税込) 15,691円(税込) 15%割引 

会場案内（現地開催の場合※） 

【東京(横浜)会場】 ホテルニューグランド（タワー館3階ペリー来航の間） 
みなとみらい線「元町・中華街駅」 
 1番出口（階段）より徒歩1分。2番出口（エレベーター）より徒歩2分でホテルに到着いたします。 
 https://www.hotel-newgrand.co.jp/access/ 

【大阪会場】 大阪国際会議場(グランキューブ大阪)３Ｆイベントホール 
  〈電車〉京阪電車「中之島」駅すぐ、JR「福島」駅より徒歩約10分 
  〈バス〉無料シャトルバスが「リーガロイヤルホテル（大阪国際会議場となり）」とJR「大阪駅」桜橋口の

間で運行しております。（定員28名） 
 JR大阪駅から約10分、JR新大阪駅から約18分 
 https://www.gco.co.jp/access/ 

8,500円お得です!! 

本セミナー２日目では、「重大事故に学ぶ」を用いた講演を行う予定です。本書をご覧になりながら受講してい
ただくことをお勧めいたします。是非この機会にお求めください。 
（セミナー開催前までにお手元に届くよう発送させていただきます。） 

※「オンラインセミナー・ライブ」はＰＣ等の端末からのご参加となります。お申込みお一人様当たり、
お一人の視聴となります。 
 

※セミナー会場への飲食物の持込は不可となっております。 
  施設内のサービス、店舗、自動販売機等をご利用ください。 

※セミナー会場への飲食物の持込は不可となっております。 
  施設内のサービス、店舗、自動販売機等をご利用ください。 

https://www.hotel-newgrand.co.jp/access/
https://www.gco.co.jp/access/
https://www.gco.co.jp/access/
https://www.gco.co.jp/access/
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 現地会場では皆様がご安全に参加いただけますよう新型コロナウイ
ルス感染拡大防止対策として下記の対策を講じて開催する予定です。 

  １．座席間の距離を1m以上確保します。 

  ２．セミナー開始前に机、手すり等の接触部分の消毒を行います。 

  ３．休憩時間に会場内の定期的な換気を実施いたします。 

  ４．会場入り口にアルコール等の消毒液を設置いたします。 

  ５．セミナー運営側のスタッフはマスクを着用し、検温等の適切な体
調管理を行った上で応対させていただきます。 

本セミナーにおける 
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

 セミナー参加者の皆様には新型コロナウイルス感染拡大防止対策と
して、以下の事項にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

  １．ご来場の際は、マスクの着用をお願いいたします。着用していな
い場合はご入場をお控えいただくことがございます。 

  ２．会場内では咳エチケット、手洗い・手指消毒、社会的距離確保の
徹底へのご協力をお願いいたします。 

  ３．セミナー参加日当日の検温の実施をお願いいたします。検温が
実施されていない場合、会場入り口にて検温を実施していただきま
す。37.5度以上の体温の方は受講をお断りしますので、ご了承くだ
さい。 

  ４．体調が優れない方（咳、発熱、下痢、味覚障害など）、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は、ご参加を控えていただきますようお
願い申し上げます。 

  ５．会場内ではできるだけ会話は慎んでいただきますようお願い申し
上げます。 

  ６．セミナー参加後、2週間（14日）以内に新型コロナウイルス感染症
が疑われる症状が出た場合、すみやかにKHKセミナー事務局まで
ご連絡をお願い申し上げます。 

  ７．氏名、連絡先等の情報は、保健所等の公的機関から情報提供を
求められた場合、提供されることがあります。 



お申し込み先・お問い合わせ先 参加費用振込口座 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 
東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル11F 

Tel:03-3436-6103 E-mail:hpg@khk.or.jp 

三菱UFJ銀行 本店 
普通  7640410 

口座名義  高圧ガス保安協会 

申込み方法 
 ＫＨＫｳｪﾌﾞｻｲﾄの第20回事故の教訓と保安管理技術セミナーお申込みﾌｫｰﾑからお申込みくだ

さい。（お申し込み方法が前年度から変更となりました。） 

 満席等のお申込み状況、お申込み締切日はＫＨＫウェブサイトをご確認ください。定員に達し
次第締め切らせていただきます。 

７月1日(水)より受付中!! 

 
 
◇ お申し込みに際しお受けした個人情報は、セミナー受付事務に使用するほか、当協会

が開催する高圧ガスに関する資格試験、講習、研究会・セミナーに関する情報提供・連
絡などに使用することがあります。 

◇ 収集した個人情報は、ご本人の了解なく外部に公開・提供することはせず、適切に管
理いたします。 

お申し込み者様の個人情報の取り扱いについて 

 
• お客様都合によるお申込み後のキャンセルおよび返金はお受けしておりません。 
• 現地会場とオンラインセミナー・ライブの参加費用は同額です。 
• 参加者の変更は可能です。事前に事務局までご連絡ください。 
• セミナー参加費の領収書は、振込銀行発行の領収書をもってかえさせていただきます。 
• 参加申し込みが満員等（新型コロナウイルス感染拡大の影響によりセミナーが中止になった

場合を含む）の理由により受付できなかった場合には事務局より連絡し、ご返金の手続きをと
らせていただきます。 

注意事項 

KHKウェブサイト 事故の教訓と保安管理技術セミナーのページ 
https://www.khk.or.jp/seminars_events/comb.html 

 お手数ですが、申し込みﾌｫｰﾑには参加者1名様毎にご入力ください。 

 お申込み後、お申込み担当者様Emailアドレス宛にお申込み内容確認と参加費用お振込みの

ご案内メールをお送りいたしますので、ご案内メールの内容に沿ってお手続きをお願いします。 

 同一事業所から複数名でお申込みの場合の参加費は一括してお振込みいただいても差支え

ございません。一括してお振込みいただいた場合、お申込み内容確認メールに従って必要な

情報（参加者名など）を返信ﾒｰﾙにご記載ください。 

 お申し込み内容とご入金の確認を行った後、「参加票」を参加者様登録E-mailアドレス宛にお

送りいたします。参加票の送付をもちまして参加申込みの受付完了通知といたします。 

 現地会場の場合、当日はE-mailに添付の参加票をお手数ですがプリントアウトの上ご持参く

ださい。 

 「現地会場」の開催中止等のご連絡の際は申し込みﾌｫｰﾑに入力いただいたE-mailアドレス宛

にご連絡いたしますので必ずご確認ください。 

 参加者特典をお申し込みの方には、後日お申し込みの書籍と請求書をお送りいたします。 

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