
平成２７年度 

ＬＰガス保安専門情報説明会のご案内 
主催 高圧ガス保安協会 

 

ＬＰガス保安専門情報説明会は、保安確保の重要性を踏まえ、最新の保安情報に限らず様々なニー

ズに対応するために開催するものです。 

本説明会の講演内容は、近年発生したＬＰガス事故や法令改正動向の中から特段の取り組みが求め

られている分野に焦点を当て、その分野に特化した技術的かつ専門的な保安情報等を的確に関係各位

に提供することを目的としており、平成 2７年度は、最近の LP ガス保安行政、LP ガス事故に対す

るガス警報器の有効性について説明するほか、バルク貯槽の移送基準等に係る的確な保安情報の提供

を主たる目的として実施することとしております。 

このように本説明会は、保安行政庁及び弊会それぞれの視点に立った広範なＬＰガス保安に関する

情報を盛り込んだ内容となっておりますので、多くの方々のご参加をお待ちしております。 
 

１．開催日程等（会場所在地等は７．会場案内図をご覧ください） 

開催地 開催日 開催時間 開催会場 定員 

東京 平成２７年９月１８日（金） 13:00～16:５０ タワーホール船堀 300 名 

福岡 平成２７年９月２８日（月） 13:00～16:５０ 福岡商工会議所ビル 160 名 

大阪 平成２７年９月２９日（火） 13:00～16:５０ C I V I 研修センター新大阪東 180 名 
 

２．プログラム（予定） 

時間 発表テーマ及び概要 

13:00～13:05（05 分） 開会・協会挨拶 

13:05～14:00（55 分） 最近のＬＰガス保安行政について  

 （経済産業省 商務流通保安グループ ガス安全室） 

ガスシステム改革を踏まえた液化石油ガス法等の保安規制整合化の動向、最近のＬＰ

ガス事故や立入検査に関する実施状況、平成 2７年度の保安対策指針における重点対

策事項等に関する内容を中心に講演して頂く。 

14:00～14:10（10 分） 休憩 

14:10～15:00（50 分） ガス漏えい実験を踏まえたガス警報器の有効性について 

（高圧ガス保安協会 液化石油ガス部 加藤 明） 

ガス警報器の有効性を高めるための設置要件について、平成２６年度に実施したガス

漏えい事故再現試験結果に基づき説明するとともに、集中監視データの分析結果に基

づき事故未然防止のための運用方法についても説明する。 

15:00～15:40（40 分） 供給設備等の維持管理実態調査結果及び維持管理のポイントについて 

（高圧ガス保安協会 総合研究所 菊川 重紀） 

平成２６年度に実施した調査の成果から、消費者及び販売事業者に対して実施し
た供給設備等の維持管理実態調査アンケートの結果に基づいた供給設備等の維持
管理状況と課題、管理すべきポイントについて説明する。 

15:40～15:50（10 分） 休憩  

15:50～16:40（50 分） ＬＰガスバルク貯槽移送基準の改正内容と告示検査に係る作業計画作成の注意事

項等について 

 （高圧ガス保安協会 液化石油ガス部 野口 佳孝） 

ＬＰガスバルク貯槽移送基準の改正内容を踏まえた複数基積載を含むバルク貯槽
を移送する際の注意事項及び販売事業者等が２０年検査に係る具体的な計画を策
定するための検査前作業から廃棄等までの一連の流れについて適用法令及び
KHKS の内容を中心に説明する。 

16:40～16:50（10 分） 質疑応答 

:16:50～               閉会挨拶 



 

  

３．参加費（消費税込み） 

参加者には、テキスト及び DＶＤ（『平成２６年液化石油ガス事故年報』、『ＬＰガス安全器具の

紹介（動画）』、『山小屋（動画）』等）を贈呈します。 

 

KHK会員※ 9,000 円 一般 10,000 円 

 

※ ここでの『ＫＨＫ会員』とは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方となります。 

なお、各都道府県の協会（例えば、｢○○県高圧ガス保安協会｣や｢△△県エルピーガス協会｣）の

会員の方であって、次の(1)から(3)までのいずれにも該当しない方は『ＫＨＫ会員』に該当しませ

んのでご注意下さい。 

(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 

 

４．お申込方法 

参加費をお振込の上、次の①又は②の方法で、下記６．お申込先までお申込み下さい。 

弊会にて申込書内容及び入金の確認をしたのち、参加票(ハガキ)を郵送いたします。説明会当日

は、参加票をご持参下さい。（参加票の郵送は９月中旬より開始する予定です。） 

 

① 郵送又はファクシミリ 

別添の[ＬＰガス保安専門情報説明会参加申込書］に必要事項をご記入の上､参加費の振込手続

きが証明できる書類(例：振込受領書のコピー)を貼付し､下記６．お申込先へご送付下さい。 

 

② 電子メール 

メール件名を『ＫＨＫ説明会申込』とし､次の(１)から(６)までの項目を漏れなく入力して頂き､

本説明会の専用メールアドレス lpg-semi@khk.or.jp へご送信下さい。 

(１) お申込会場 

(２) 参加者の氏名、会社名、所属部署、ＴＥＬ/ＦＡＸ、郵便番号、住所及びメールアドレス 

(３) 参加票の送付先(参加者と異なる場合のみ) 

(４) 本件連絡担当者(参加者と異なる場合のみ) 

(５) 会員区分(ＫＨＫ会員又は一般) 

(６) 参加費の振込日、振込金額、振込元の銀行及び振込人名義 



 

  

 

◆ お振込頂く際は、振込名義人の前に「６１０８」を入力して下さい。 

（例）「高圧太郎」様の場合→ ６１０８コウアツタロウ 

インターネットバンキング等でお振込の手続をされた方で、振込受領書のない場合は、取引明細書

等(振込日、振込ご依頼人名、振込先口座、振込金額が記載されているもの)を印刷の上、貼付して

下さい。 

◆ 振込手数料は、お申込者様のご負担とさせて頂きます。 

◆ 参加費の領収書は、取扱銀行発行の振込領収書をもって代えさせて頂きます。なお、別途領収書

が必要な場合は、申込時にお申し付け下さい。後日、郵送させて頂きます。 

◆ 申込受付後のご返金はできませんのでご了承下さい。（参加者の変更は可能です。） 

◆ 参加費振込後、満員等の理由により受付ができなかった場合には、弊会よりご連絡し、ご返金の

手続きをとらせて頂きます。 

 

５．お申込期限（郵送の場合は消印日付け） 

平成 2７年 9 月３日(木) 

お申込期限前であっても定員に達した場合は、参加申込の受付を終了させて頂きます。なお、お

申込期限以降でも定員に満たなかった場合には、引き続き受付いたしますのでお問合せ下さい。 

 

６．お申込先・参加費お振込先 

高圧ガス保安協会 液化石油ガス部 説明会係 (担当)長﨑 

住所 〒１０５－８４４７ 

東京都港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル１１階 

電話 ０３－３４３６－６１０８ 

FAX ０３－３４３８－４１６３ 

メールアドレス  lpg-semi@khk.or.jp 

参加費振込口座 三井住友銀行 東京公務部 

普通口座 ２４６０ 

<口座名義> 高圧ガス保安協会 講演会口 

 （コウアツガスホアンキョウカイ コウエンカイグチ） 

 

 

 

 
お申込者等の個人情報の取り扱いについて 

本説明会のお申込に際し、本申込書に記載して頂いた個人情報は、受付事務（参

加票の送付及び事務連絡）に使用するほか、弊会が開催する高圧ガスに関する説明

会の案内や保安教育に関する情報提供などに使用することがあります。 

今回、収集した個人情報は、ご本人の了解なく意図的に外部に公開・提供するこ

とはせず、適切に管理いたします。 

mailto:lpg-semi@khk.or.jp


 

  

７．会場案内図 

【東京会場】 平成２７年９月１８日(金) タワーホール船堀 2 階イベントホール 

所在地：東京都江戸川区 

船堀 4-1-1 

電 話：03-5676-2２11 

 

◎都営新宿線『船堀』駅  

下車徒歩 1 分 

 

 

 

【福岡会場】 平成２７年９月２８日(月) 福岡商工会議所ビル ３階３０１号室 

所在地：福岡県福岡市博多区 

博多駅前 2-9-28 

電 話：092-441-111０ 

 

◎ＪＲ･地下鉄『博多』駅 

下車(博多口)徒歩１０分 

◎地下鉄『祇園』駅 

下車(５番出口)徒歩５分 

 

【大阪会場】 平成２７年９月２９日(火) CIVI 研修センター新大阪東 ５階Ｅ５ＨＡＬＬ 

所在地：大阪市東淀川区 

      東中島 1-19-4 

      新大阪 NLC ビル 

電 話：06-6160-5888 

 

◎ＪＲ『新大阪』駅 

下車(東口)５０メートル 

◎地下鉄御堂筋線『新大阪』駅 

  下車徒歩５分 

 



 

  

※事務局記載欄 会員 ・ 一般 ・ 招待 
入金日 入力日 発送日 

   

 

宛先：FAX 番号：03-3438-4163 高圧ガス保安協会液化石油ガス部説明会係  

＊ＬＰガス保安専門情報説明会参加申込書 
申込日 平成２７年   月   日 

＊ 複数の会場をご希望の場合はこの用紙をコピーしてお使い下さい。 

印を

ご記入

下さい 

お申込会場 
□ 東京会場 

平成２７年９月１８日(金) 

□ 福岡会場 

平成２７年９月２８日(月) 

□ 大阪会場 

平成２７年９月２９日(火) 

会員区分 □ ＫＨＫ会員    □ 一般 

参
加
者
名 

フリガナ ①  ②  

氏名   

所属   

フリガナ ③ ④ 

氏名   

所属   

フリガナ ⑤ ⑥ 

氏名   

所属   

参
加
票
送
付
先 

＊参加票の発送は９月中旬より開始する予定です。 

会社名/部署  

氏名  

TEL/FAX TEL FAX 

住所 〒 

連
絡
担
当
者 

＊参加票送付先と異なる場合のみご記入下さい。 

会社名/部署  

担当者  

TEL/FAX TEL FAX 

 

 

振込受領書コピー貼付欄 

 

本欄に振込手続きが証明できる書類のコピーを貼付して下さい。 

（別紙に貼付していただいても結構です。） 

 

お申込者等の個人情報の取り扱いについて 

  説明会のお申込に際し、申込書に記載して頂いた個人情報は、受付事務(参加

票の送付及び事務連絡)に使用するほか、弊会が開催する高圧ガスに関する説明

会の案内及び保安教育に関する情報提供などにも使用することがあります。 

  今回、収集した個人情報は、ご本人の了解なく意図的に外部に公開・提供する

ことはせず、適切に管理いたします。 


	発表テーマ及び概要
	時間

