令和２（2020）年度
オンデマンド配信
による説明会
新型コロナウイルス感染症による社会活動の

制約状況を鑑み、今年度は、従来の集合対面に

よるものからオンデマンド配信による方法に

切替えることとしました。なお、
ＯＡ機器等のオン

デマンド配 信 の 環 境 が 整わない 方を考 慮し、
集合対面による現地会場（東京/大阪）を規模を
縮小して設けました。

例年開催しておりますこの説明会、今年は、関係行政庁の

御担当官様より最近のＬＰガス保安行政についてお話を
伺う他、
ＬＰガス保安に関する情報を右の６テーマについて
担当者から直接皆様に説明します。

液化石油ガス法に基づいて実施すべき保安教育としても

ご活用して頂くことができるセミナーですので、多くの
方々のご参加をお待ちいたしております。

開催日程等
オンデマンド配信（期間限定）
令 和２年

下記の配信期間中、
ご都合の良い時にご視聴いただけます。

10月9日
（金）〜16日
（金）

※オンデマンド配信は、現地会場の
映像から休憩時間等を除くなどの
編集を行った映像です。
（約200分）

現地会場（会場所在地等は、裏面の案内図をご覧ください）

10月2日（金）

東京 令 和２年
会場 会場：タワーホール船堀／定員：10０名

時間：13：00〜17：0０
（各会場共通）

10月6日（火）

大阪 令 和２年
会場 会場：ニューオーサカホテル／定員：8０名

現地会場は開催中止の可能性があります
コロナウイルスの感染状況、天災その他により、現地会場（東京、大阪）での開催ができない場合、オンデマンド配信のみとします。
現地会場中止の際は、高圧ガス保安協会Ｗｅｂサイト
（https://www.khk.or.jp/seminars̲events/lpg̲safety̲conference.html）に
お知らせを掲載するとともに、お申込の際にご登録いたたいたメールアドレス宛等にもその旨の連絡を送信いたします。
なお、現地会場をお申込みされた方には、発表要旨集を送付し、オンデマンド配信をご視聴いただくことで代替させていただきます。

申込受付締切（郵送の場合は消印日付け）
令和２年

9月25日（金）

お申込期限前であっても定員に達した場合（現地会場）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。

■ プログラム（各会場共通）予定
演

題

等

時

間

13：00〜13：05

開会・協会挨拶

① 最近のＬＰガス保安行政について
②ＬＰガス事故の動向等について

経済産業省 ガス安全室

高圧ガス保安協会 液化石油ガス部／小川

希

LPガス事故について都市ガス事故事例や液化石油ガス保安規則での事故等も紹介しながら
原因分析について説明

13：05〜13：45（40分）

13：45〜14：25（40分）

（10分）

休憩

③２回目以降のバルク告示検査の合理化の検討状況について
高圧ガス保安協会 液化石油ガス部／林

直希

２回目以降のバルク告示検査の効率化について、令和元年度経済産業省委託事業において検討
した内容及び結果について説明

14：35〜15：15（40分）

④ＬＰガス容器の緊急遮断バルブ等について
高圧ガス保安協会 総合研究所／加藤

明

経済産業省の委託事業にて、質量販売時に体積販売と同等の保安レベルを担保するための緊急
遮断バルブを開発し、その利用の可能性についてLPWAも含め調査した結果について説明

15：15〜15：40（25分）

（10分）

休憩

⑤ 想定外事象がＬＰガス保安関係者に与えた影響と対応について
高圧ガス保安協会 液化石油ガス部／五味田 一柊
新型コロナウイルス感染拡大によるLP業界の対応状況、昨年の台風被害後の現地調査結果等
を説明

15：50〜16：30（40分）

⑥ＬＰガス法申請手続等マニュアルの概要について
高圧ガス保安協会 液化石油ガス部／高橋

茂

LP法の行政手続について、LPガス販売事業者等の皆様はじめ行政担当者の方々にも有用な
行政申請手続マニュアルの内容等について概要を説明

16：30〜16：45（15分）

質疑応答

16：45〜16：50（5分）

閉会挨拶

16：50〜

※演題毎の時間は、前後する場合があります。 ※講演者等は、会場により異なる場合があります。
※発表内容等にご質問がある場合には、
「お問合せ先」へご連絡ください。可能な範囲で回答申し上げます。

■ 配付資料

① LPガス保安情報説明会発表要旨集（カラー版）
② LPガス災害対策マニュアル（令和元年度版）￥3,000（税込）

参加者限定
画

特別企

1

画

特別企

2

下記のKHK図書２冊セットを特別価格にてご提供します。

お申込み方法等、詳しくは後日チラシにて

▼ 業務用厨房「事故につながる不適切事例」
▼ よくわかる「CO中毒事故事例とその対策」

通常￥2,450（送料別）のところ、

▼ LPガス保安情報説明会発表要旨集（令和２年度版）
▼ LPガス災害対策マニュアル（令和元年度版）

非売品を含む限定セット

￥1,500（税込・送料無料）
￥4,000（税込・送料無料）

■ 参加費（お一人様・資料代込み・消費税込み）
一

１5,000円／人

般

13,500円／人

KHK会員※

※『ＫＨＫ会員』
とは、次の（1）から
（3）
までのいずれかに該当する方です。

（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

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
は、
『KHK会員』に該当しません。

◆オンデマンド配信でのご視聴は、受講者１名につき１アカウント
（利用するための番号）です。お申込された方以外のご視聴は
ご遠慮ください。
［ 複数名でご視聴される場合は、人数分の参加費をお支払いください。］
◆現地会場が中止の場合には、ご返金いたしませんのでご了承下さい。
（オンデマンド配信をご視聴いただくことで代替させて
いただきます。）

■ お申込み方法

次の①又は②の方法で、お申込先までお申込み下さい。

①高圧ガス保安協会Ｗｅｂサイト
「ＬＰガス保安情報説明会」のページからのお申込み
（https://www.khk.or.jp/seminars̲events/lpg̲safety̲conference.html）

・ お申込みフォームに従い、必要事項をご入力ください。
ｌアドレス宛にお申込み内容の確認と参加費のお振込みについて
・ お申込み後、お申込者様のE−ｍａｉ
のご案内のEメールを送付いたしますので、本メールの内容に添ってお手続きをお願いします。

②郵送又はファクシミリ

申込フォームは
こちらから

別添の［ＬＰガス保安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､「 お申込先」へご送付下さい。
●インターネットバンキング、社内経理システム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。

●社内経理システム等で上記の印刷ができない場合には、振込ご依頼人名、振込予定日（入金日）、振込金額、参加申込者数
をご記入ください。

■ 参加費のお支払い方法

Ｗｅｂサイトからお申込みの方は、
Ｅメールの内容に添ってお手続きください。
【参加費振込先】

参加費は、右指定口座にお振り込みください。
（振込手数料は、お申込者のご負担でお願いします。）

◆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

三井住友銀行 東京公務部
普通 2460
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）

◆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。

■ 参加票等

・ 申込内容及び入金を確認した後、参加票等を送付します。
・ 参加票等は、各説明会開催日の１週間前頃に送付します。

【オンデマンド配信の方】

・ 参加票となるアカウントを記載した「オンデマンド配信案内」をＥメールにて、配付資料を郵便等にて各々送付します。

【現地会場の方】

・ 参加票（ハガキ）を郵便にて送付、配付資料を現地会場にてお渡しします。
・ 説明会当日に参加票をご持参ください。

令和２（2020）年度 LPガス保安情報説明会
現地会場案内図
東 京 会 場

大 阪 会 場

令和２年１０月２日(金)
タワーホール船堀 2階 イベントホール

令和２年１０月６日(火)
ニューオーサカホテル ３階 淀の間

新大橋通り

新大阪駅
正面口

勤労福祉会館

東海道本線

船堀駅

地下鉄御堂筋線

船堀街道

都

⑦番出口

線

宿
営新

所在地：東京都江戸川区船堀4‑1‑1

所在地：大阪市淀川区西中島5‑14‑10

◎都営新宿線『船堀』駅 徒歩1分

◎ＪＲ
『新大阪』駅 1階正面出口 徒歩3分

電

話：03‑5676‑2２11

電

話：06‑6305‑2345

◎地下鉄御堂筋線『新大阪』駅 ⑦番出口 徒歩１分

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策について】
会場では、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頂きますようお願いいたします。

お申込・お問合せ先
高圧ガス保安協会 液化石油ガス部 説明会係 （担当）
長﨑
〒105ｰ8447 東京都港区虎ノ門４ｰ３ｰ１３ ヒューリック神谷町ビル１１階
FAX ０３ｰ３４３８ｰ４１６３
０３ｰ３４３６ｰ６１０８
Ｅ ｍａ
ｉ
ｌ lpg-semi@khk.or.jp
ＴＥＬ

【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。

