202１年度 冷凍保安講座
開催のご案内
「冷凍保安講座」について
高圧ガス保安協会が認定している「冷凍機器溶接士」の資格認定証明書を交
付された方が、その証明書の有効期間内に１回以上参加することを義務付けら
れている研修※として、「2021年度 冷凍保安講座」を開催いたします。
（※ 2018年4月以降、新規に認定され、又は資格を更新された方から受講義務
が発生します。）
本講座では、冷凍保安規則に係る最近の動向や事故に関して説明するととも
に、冷媒ガスの最新動向につきましてもご紹介する予定です。
本講座は、冷凍機器溶接士の資格維持のための研修ではありますが、冷凍機
器溶接士に限らず、冷凍保安に関心のある全ての皆様にご参加いただけます。
冷凍保安に係わる知識の習得・拡充に本講座を是非ご活用下さい。

１．開催日程
WEB開催

受講者の利便性を考慮し、3日間の日程で開催

2021年10月 8日(金) 14:00～17:00

（定員70名）

2021年10月15日(金) 14:00～17:00

（定員70名）

2021年10月18日(月) 14:00～17:00

（定員70名）

今年度も、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、
現地会場での開催を取りやめ、全ての参加者の方を対象に
「オンライン講座」を「 Cisco Webex Meetings 」 を使用して配信
する予定です。
参加方法等については、受講者に別途ご案内いたします。
場所を問わず参加できるため、上記日程でご都合の良い日を
決めていただけます。
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２．講演内容
◇講座時間割

時間

講演内容

14:00～14:05

講 師（予定）

挨拶（録画収録を予定）

高圧ガス保安協会

14:05～14:45

冷凍保安規則に係る最近の動向と事故

高圧ガス保安協会
高圧ガス部

14:45～15:25

行政の立場から見た冷凍設備の事故と
保安管理（録画収録を予定）

15:25～15:40

休憩

高圧ガス保安協会
村田 耕三氏
（元 山口県職員）

15:40～16:20

フロン排出抑制法を主としたフロン対策
の現状について
（録画収録を予定）

経済産業省
製造産業局 化学物質管理課
オゾン層保護等推進室
課長補佐 遠藤 充 氏

16:20～17:00

冷凍空調用冷媒をめぐる最近の状況と
展望（録画収録を予定）

産業技術総合研究所
主任研究員 滝澤 賢二 氏

◇講演は、予め録画したものにより行います。（冷凍保安規則に係る最近の動向と事故を除く。）
◇講師は変更する場合があります。
◇ＷＥＢでの参加は、開始の30分前から参加できます。
◇講座資料等は、原則、講座前日までに電子媒体により送付いたします。紙媒体をご希望の受講者
は、参加申込書の備考欄に「紙媒体による資料送付を希望」と記載してください。

３．参加料
冷凍機器
溶接士※(1)

8,000円
（税込）

ＫＨＫ会員※(2)(3)
支部協賛会会員
※(4)

12,000円
（税込）

一般
（非会員）

15,000円
（税込）

参加料
※（１）冷凍機器溶接士の適用は、ＫＨＫが交付する冷凍機器溶接士の資格認定証明書（現に有効であるもの
に限る。）を有する方です。
※会員の参加料が適用されるのは、(２)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、(３)ＫＨＫ本部にご入会いただいている個人会員、(４)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。
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8月2日(月)より受付開始!! 締め切り10月７日（木）まで
受付期間中であっても定員に達した場合には締め切らせていただきます。

４．お申込方法
●参加料を「5.お申込先・お振込先」のお振込口座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）。※お振込みの際は、5ページの「参加申込書」の下段をご参照く
ださい。
●振込領収書のコピーを、必要事項を記入した5ページの「参加申込書」に添えて、「5.お申込先・お
振込先」へFAXまたは郵送にてお申込みください。冷凍機器溶接士の方は、ＫＨＫが交付する冷凍機
器溶接士の資格認定証明書（現に有効であるものに限る。）の写しを添付してください。
●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。
●参加票は、開催日の1週間前までにお手元に届くように参加申込書のメールアドレス （e-mail）あ
てに送付させていただきます。 （メールアドレスは、正確にご記入ください。）
参加票が届かない場合は5.お申込先までご連絡ください。

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。
・参加票発送後（正式受付後）はご返金できませんのでご了承ください（参加者の変更は可能です）。
・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】
令和３年８月２日（月）～１０月７日（木）まで
◎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。

５．お申込先・お振込口座
お申込先

お振込口座

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 FAX:03-3438-4163
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
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６．参加者特典
・本講座に参加申し込みされたお客様限定でお得な割引価格による図書販売を行います。
・参加票とともに書籍購入申込書を送付いたしますので、この機会に是非お申し込みください!!

この特典のお支払いは参加料のお支払いと別になりますのでご注意ください。
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

【セット販売】
「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

【セット販売】
「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

※上記定価及び割引価格は消費税等10％を含んだ定価及び割引価格（ともに総額）です。

７．研修受講義務が発生している冷凍機器溶接士への留意事項
・本研修に最初（14：00）から最後（17：00）まで参加された場合に「研修参加証明書」を発行します。
ＷＥＢシステムにて、参加状況を確認し上記時間の参加が確認でき次第、証明書を郵送いたします。
途中からの参加や途中で退出された場合は、「研修参加証明書」は発行できませんのでご注意下さい。
通信状況、会社都合等で参加できない又は退出された方については、別途ご相談ください。

（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。
◇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がこれらの情報はこの講
習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。
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2021 年度 冷凍保安講座 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／２０２１年
月
日
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏
名
（姓）
（名）
参加票を作成しますの
で楷書でご記入下さい。

会員区分
会員区分に✓印を

□ 冷凍機器溶接士 ※1

□ 支部協賛会会員※2
（
）支部

□ KHK 会員
（□個人会員の方はこちら）

□ 一般
（非会員）

※1 ＫＨＫが行う冷凍機器溶接士の資格認定証明書（現に有効であるものに限

チェックして下さい。

る。
）の写しを添付してください。
※2 支部協賛会会員の方は、会員登録されている支部名をご記入ください。

受講日
受講する日に✓印を
□ 10 月 8 日（金）
チェックして下さい。

□ 10 月 15 日（金） □ 10 月 18 日（月）

e-mail

参
加
票
の
送
付
先

氏 名
会社名
部・課・係等
住 所
TEL・FAX
担当者

連
絡
先

会社名
部・課・係等
TEL・FAX

〒

TEL：
受講者本人

FAX：
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。

（受講者本人の場合は記入不要）

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

備考

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。

