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。
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。
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となっております。
ＫＨＫ発表の「平成 29 年（1 月～12 月）の高圧ガス保安法関係事故」統計では、高
圧ガスの事故件数 756 件は、過去 10 年で 2 番目に少ない件数となっています。
『喪失・盗難』は 247 件で過去 10 年では最も少ない件数となり、
『災害事故』は 509
件発生し昨年より 67 件減少するも、過去 10 年で 2 番目の多さとなりました。
災害事故件数 509 件の内訳は、設備の維持管理不良が 243 件（昨年より減少）、設備
の設計・製作不良 80 件（昨年より増加）、ヒューマンファクターが 37 件（昨年より
減少）、災害事故全体の占める割合は、項目により増減は有りますが平成 28 年～平成
29 年は 70％と横ばいであり、設備の設計・製作時の不良、維持管理及び教育・訓練
等によるヒューマンエラー対策が重要と考えられます。
又、人身事故件数は減少しているものの、死傷者数は 38 名で、死亡事故も依然とし
て発生しております。
このような状況を打破していくには、高圧ガス製造所、貯蔵所、販売事業所、消費
事業所等の従事者が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、事業所が実施する保安教育の支援として「保安教育支援セミナー」を
年２回開催しております。
当セミナーでは、高圧ガスの製造及び取扱いの現場で保安の確保に推進されてきた諸
先輩の豊富な経験に裏打ちされた「生きた知恵・知識」を織り込んでおります。
各事業所におかれましては、是非この保安教育支援セミナーに従事者を受講させて
いただきたくご案内いたします。
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平成 30 年度 下期 保安教育支援セミナー開催のご案内
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３０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。
ぜひ社外教育の場としてご活用いただきたくご案内いたします。なお、受講生には、
「修了証」を発行いたします。
１. 初級運転員コース（半日コース） 受講料６，０００円（消費税込み）
日程場所 平成３０年１２月 ４日（火） 受付：１３：００～ 当協会会議室
受講時間 １３：３０～１６：２０
対象者
・コンビナート系入社５年程度
・一般高圧ガス製造事業所入社１０年程度の運転員
教育の狙い 高圧ガスの初歩的な危険性・有害性・事故事例・高圧ガス保安法の基礎知識
教育内容
高圧ガス保安法／高圧ガスの危険性・有害性／高圧ガス事故事例

２. 運転員コース（１日コース） 受講料８，０００円（消費税込み）
日程場所 平成３０年１２月 ５日（水） 受付：０９:００～ 当協会会議室
受講時間
０９：３０～１６：３０
対象者
・コンビナート系入社１０年程度
・一般高圧ガス製造事業所の中堅運転員
教育の狙い 保安意識の向上・基礎技術知識の拡大
教育内容

保安意識の高揚・事故事例／高圧ガス保安法／地震と防災体制／検知警報設
備の基礎知識

３．監督者コース（１日コース） 受講料８，０００円（消費税込み）
日程場所 平成３０年１２月 ６日（木） 受付：０９:００～ 当協会会議室
受講時間
０９：３０～１６：３０
対象者
コンビナート系の運転員部門の主任・監督者
・一般高圧ガス製造事業所の監督、管理者
教育の狙い 社会情勢から見た保安対策・設備の管理技術知識の向上
保安意識の高揚・事故事例／金属材料と非破壊検査／工事管理／地震と防災体制
教育内容
＊各コ－ス定員 40 人。
（但し、受講者が 5 名に満たない時には、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及び Web で申込み願います。Web 申込みは HP の案内からご利用ください。
受講票等は発行いたしません。
＊各コースの講習受講料は、銀行振込でお支払い下さい｡
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第２回（下期）保安教育支援セミナー受講申込書
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事業所名
※．修了証を発行しますので正式な事業所名をご記入下さい。
〒
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住所：
氏名：
TEL

コース名
Web 申込みは

（

）

初級運転員コース

運転員コ－ス

監督者コ－ス

12 月 4 日(火)

12 月 5 日(水)

12 月 6 日(木)

こちらから

こちらから

こちらから

フリガナ
受講者氏名
フリガナ
受講者氏名
フリガナ
受講者氏名
名

計

受 講 料
支払い方法

￥

名

・銀行振込予定日（

名

月

日）

申込方法
① 窓口にて直接申込み
〒231-0023 横浜市中区山下町１番地 シルクセンター内３階
一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会にて受付 TEL 045-228-0366
② 郵送の場合
〒231-0023 横浜市中区山下町１番地 シルクセンター内３階
一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会宛に次ページ申込書を郵送
③ Fax の場合：次頁申込書に記入のうえ、０４５－２０１－７０８９に Fax
④ Web の場合：ＨＰ（ http://www.kana-hpga.or.jp/ ）の案内よりお申込み下さい。
※Web 申込みの方には受付けましたの返信をしますが、Fax 申込者には受信の返事はい
たしません（受講票は発行しません）
。
受講料の払込：郵送又は Fax、Web で申し込まれた方は、開催日の３日前までに銀行振込で
払込みをお願い致します（振込手数料は受講者様のご負担でお願いいたしま
す）。
＜銀行振込先＞ スルガ銀行横浜支店
（口座名義） 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
※．銀行振込予定日を記入して下さい。
※．振込明細書を領収書とさせていただきます

＜一般社団法人

神奈川県高圧ガス保安協会
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