保安教育支援セミナ－講習内容について
保安教育支援セミナー講習内容について
高圧ガス保安法

第３章 保安

第２７条

(保安教育)

第１項 第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
第３項 第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
第４項 第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業
者又は特定高圧ガス消費者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
高圧ガス保安法では、保安教育は製造者（事業所）自らが行うとされていますが、当協会では、
会員事業所の保安教育を支援することを目的に標記セミナ－を実施してまいりました。
自主保安を前提とする高圧ガス保安法において、保安教育の実施は自社の保安の確保はもとよ
り、社会に対する企業の責任からも必須のこととなっております。
ＫＨＫ発表の「平成 27 年（1 月～12 月）の高圧ガス関係事故」統計では、高圧ガスの事故件
数は 729 件と最近 5 年間の事故件数の中では最も低い水準となった、又平成 27 年の災害事故

発生件数は、429 件となり、平成 26 年の 381 件と比較して増加となった。

人身事故件数は、平成 26 年の 30 件から平成 27 年は 48 件に増加した、一方、死傷者数は、

1 件の事故で多くの被災者が出た事故とし
平成 26 年の 74 名から平成 27 年は 68 名に減少した。

て、食品工場における LP ガス消費中に一酸化炭素が発生し 7 名が被災した事故が挙げられる。

このような状況を打破していくには、保安の確保について学び、保安意識の高揚、保安知識・
技術の拡大を図っていくことが重要であります。
当協会では、保安教育の一貫として保安教育支援セミナーを計画いたしました。協会に関係す
る、高圧ガスの分野で保安の確保を推進されてきた、協会の諸先輩の豊富な経験に裏打ちされた
「生きた知恵・知識」をこの保安教育支援セミナ－を受講して学んでいただきたくご案内いたし
ます。
コース選定と対象者についてのご案内
コ－スと講習内容等は、次のような構成となっておりますので、事業所のニーズにあわせお選び
ください。

コース

対

象 者

教育の狙い

初級運転員 ・コンビナート系入社５年程度の運転員
高圧ガスの初歩的な危険性・有害性
コ－ス ・一般高圧ガス製造事業所入社１０年程度の 事故事例・高圧ガス保安法の基礎知識
運転員
運転員
コ－ス

監督者
コ－ス

・コンビナート系入社１０年程度の運転員

保安意識の向上

・一般高圧ガス製造事業所の中堅運転員

基礎技術知識の拡大

・コンビナート系の運転部門の主任･監督者 社会情勢からみた保安対策
・一般高圧ガス製造事業所の監督･管理者
設備の管理技術知識の向上

平成２８年１０月２０日
会

員

各位

平成 28 年度 第 2 回（下期）保安教育支援セミナーについて（開催ご案内）
一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会
本セミナーは、高圧ガス保安法第２７条に沿ったコンビナート事業所・一般高圧ガス製造事
業所・一般高圧ガス消費事業所を対象にした保安教育を実務経験豊かな講師陣により実施し、
貴社の自主保安活動の推進を支援するものです。平成 28 年度下期は、初級運転員・運転員・監
督者の 3 コースを設定いたしました。
なお、受講者の方には、
「講習受講修了証」を発行いたしますので、社外教育の場として活用
いただきたくご案内いたします。

１. 初級運転員コース（半日コース） 受講料６，０００円
対
象 コンビナ－ト事業所及び一般高圧ガス製造事業所初級運転員の基礎教育
日程場所 平成２８年１２月５日（月）１３：００受付 当協会会議室
講師名
教育内容

高圧ガス保安法

１３：３０～１４：２０ 保安教育部会

会員会社

高圧ガスの危険性・有害性

１４：３０～１５：２０ 保安教育部会

会員会社

高圧ガス事故事例

１５：３０～１６：２０ 保安教育部会

会員会社

２. 運転員コース（１日コース） 受講料８，０００円
対
象 コンビナート事業所運転員及び一般高圧ガス製造事業所中堅運転員
日程場所 平成２８年１２月６日（火）０９:００受付 当協会会議室
講師名
教育内容

保安意識の高揚・事故事例

０９：３０～１１：４５ 東亜石油（株）

高圧ガス保安法

１３：００～１４：００ 当協会職員（副会長） 児玉氏

地震と防災体制

１４：１０～１５：１０ 前 当協会職員

検知警報設備の基礎知識

１５：２０～１６：３０ 産業用ｶﾞｽ検知器工業会 小山氏

石井氏

倉石氏

３．監督者コース（１日コース） 受講料８，０００円
対
象 コンビナート事業所主任・監督者及び一般高圧ガス製造事業所監督者・管理者
日程場所 平成２８年１２月７日（水）０９:００受付 当協会会議室
講師名
教育内容

保安意識の高揚・事故事例

０９：３０～１１：４５ 東亜石油（株）ＯＢ

齋藤氏

金属材料と非破壊検査

１３：００～１４：００ 東亜石油（株）ＯＢ

齋藤氏

工事管理

１４：１０～１５：１０ 東亜石油（株）ＯＢ

齋藤氏

地震と防災体制

１５：２０～１６：３０ 前 当協会職員

倉石氏

＊各コ－ス定員 40 人。
（但し、受講者が 5 名に満たないときには、中止する場合があります。）
＊「受講申込書」に必要事項をご記入の上、各コースとも開催日の３日前までに、郵送又は
ＦＡＸにてお申し込みください。
なお、講習受講料は当協会直接受け付け、現金書留または銀行振込でお支払いください｡
＊各コースの受講料は、消費税込みです。

平成２８年度

第２回（下期）保安教育支援セミナー受講申込書
申込日 平成２８年

月

日

〒
住

所
事業所名
TEL
FAX
＊正式な事業所名をご記入ください。(「修了証」を発行いたします。)

コース名

初級運転員コース

運転員コ－ス

監督者コ－ス

12 月 5 日(月)

12 月 6 日(火)

12 月 7 日(水)

受講者
氏 名
受講者
氏 名
計
申込担当
部署氏名
TEL/FAX

＊申込方法

①直接及び郵送の場合：
〒231-0023 横浜市中区山下町１番地 シルクセンター３階
一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会 「保安教育支援セミナ－担当者 宛」
③FAX の場合： FAX０４５－２０１－７０８９

＊受講料の払込 郵送又は FAX で申し込まれた方は、開催日の３日前までに銀行振込で払い込み
をお願いいたします｡
＜銀行振込先＞スルガ銀行横浜支店 （口座名義）一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会
シヤ）カナガワケンコウアツガスホアンキョウカイ

（口座番号） （普通）１２１９６１０
＊振込明細書を領収証とさせていただきます、別途領収書が必要な方はお申し出ください。
｢支払方法｣

①直接受付の場合
「受講申込書」に、現金を添えて申し込みください。
②現金書留の場合；
「受講申込書」と現金同封で、期日必着で郵送ください。
③銀行振込の場合
「振込明細書」のコピ－をこの枠内に貼り、郵送又は FAX してください。
振込予定の場合は予定日をご記入ください。

＊

月
日 振込予定
支払い方法は原則として①、②、③によりますが、特別な事情がある方には
当日払いの方法がありますのでご相談ください。

＜一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会 案内図＞
（交通） JR 関内駅 または 石川町駅 から

徒歩約 １５分

みなとみらい線 日本大通り駅 3 番出口から
市営バス

徒歩約

３分

横浜駅東口 1 番乗場 ２６系統
大桟橋 下車 1 分
（海づり桟橋・ｼﾝﾎﾞﾙﾀﾜｰ・本牧車庫前行き）

注）土日祭日は県庁前下車 徒歩 3 分

（一社）神奈川県高圧ガス保安協会
（ シルクセンター３Ｆ）
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一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会
〒 231-0023 横浜市中区山下町 1 番地 （ シルクセンター ３階 ）
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