
(一社)日本ｺﾐｭﾆﾃｨｰｶﾞｽ協会関東支部

支部長　　安岡　省　　　

℡　０３－５４０５－２４０１

　調査員には資格更新の猶予期間はございません。必ず有効期限内に再講習会を受講してください。

記

１．日程 第1回： 受付時間 　９：３０～１０：３０

第２回： 講習時間 １０：３０～１６：００

第３回： 昼休憩 １２：３０～１３：３０予定

日本教育会館　８階　第一会議室

住所： 東京都千代田区一ツ橋2-6-2 ※お車でのご来場はご遠慮ください

当日の緊急連絡先：TEL　080-6566-0558　・　080-6599-1558

３．講師 東京ガス山梨㈱　野澤和雄氏　　　　　東上ガス㈱　小川淳一氏

2020年7月

登録調査員　認定講習会の開催について

会 員 各 位

　標記認定講習会について、下記のとおり案内いたしますので、お申し込みください。
ガス事業者は、ガス事業法第１５９条による消費機器調査及び第２１条による灯内内管漏洩検査が義務づけられ
ております。
　当支部では、消費先の保安の確保に努めるため、毎年標記講習会を開催し修了者には「調査員」資格を付与し
ております。会員の皆様におかれましては、消費機器調査の一層の充実を図って頂きたく、関係従業員の方々へ
講習会についてお知らせ頂きますようお願いします。
　なお、現在有資格者のいない事業者は、是非今回の認定講習会で資格者を確保されますようお願い申し上げま
す。

　登録調査員の資格を取得済の方で、有効期限が2020年3月31日以前の方は資格が失効していますので、再講
習会の受講はできません。認定講習会で資格を再取得してください。

2020 年 9 月 30 日 ( 水 )
2020 年 10 月 7 日 ( 水 )
2020 年 11 月 2 日 ( 月 )

　会場定員を大幅に削減しての実施となります。また、会場の指示により、設定定員を超えての受
け入れはできません。定員を超えた場合は、日程変更をお願いする場合があります。
　先着順に受付します。各日程とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みくださ
い。

新規取得者対象

※新型コロナウイルス感染症対策により、会場の定員数を大幅に削減しての実施となります。感染拡大防
　止のため、申込はできるだけ今回必ず取得しなければならない者のみに絞っていただきますようお願い
　いたします。

＊当日の受付について
講習当日に検温を実施する場合があります。３密を避けるため、受付時間を区切り、お越しいただ
く時間を指定することを予定しています。詳細は受講票に記載しますので、ご確認ください。

２．会場

印省略

重 要



４．受講資格区分

(1)ガス主任技術者免状

(2)高圧ガス　製造保安責任者免状又は、第２種販売主任者免状

(3)特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第４条による

　 ガス消費機器設置工事監督者

(4)液化石油ガス設備士免状

(5)①液化石油ガス法に係る業務主任者代理者認定書

　 ②液化石油ガス法施行規則第３６条第２項に定める要件に適合する者

 　　(調査員は除く)の保安業務員の講習修了証

(6)①液化石油ガス法に基づき都道府県知事が発行した調査員認定

 　②ガス事業法又は液化石油ガス販売事業に係る周知・開閉栓作業

 　　及びガス機器の設置・修理並びに供給・工事の実務経験が６ヶ月以上

 　　(受講日までに到達)の有するもの

５．受講料 ※テキスト代、登録調査員証代、消費税含む

８．申込手続き 別紙「申込手順」によりお申し込みください。

～

※先着順に受付けます。会場の都合上、定員を超えるお申し込みは受付できません。

１０．その他 申込時に４．受講資格区分(1)～(6)①の免状が手元に届いていない場合について

関東支部：Ｔｅｌ：03-5405-2401　Ｆａｘ：03-5405-2402　E-mail: kanto@jcga-page.or.jp

※講義終了後に筆記試験を行い、合格された方へ資格者証を交付します

　資格者証は、申込書に記載いただいた宛先へ発送します。

１名につき　　

下記の資格・免状所有者及び、実務経験者は、申込書に該当の免状コピー等を
添付すること

９，０００円

　全日程が定員に達した場合は申込受付期間中でも受付終了いたします。また受講希望日が定員
　に達した場合は、日程変更をお願いする場合もございます。

2020年8月19日(水)2020年7月15日(水)

　申込書にご記入の住所へ発送いたします

　当初の予定価格から変更となっております。

申込書到着分まで

７．資格者証
　　配付方法 ※講習会当日配付は行いません。発送先は、原則会社宛のみとなります。

＊今年度のみ受講料は講習会終了後にご請求いたします。先に受講料を振
　り込まないでください。
　各開催日ごとに受講料をご請求いたします。各開催日終了後、「請求書」をお送りします
ので、期日までにお振込をお願いいたします。
　口座振替事業者様は、講習会終了後に「請求書」をお送りし、ご指定の金融機関からお
引き落としいたします。

６．受講料ご請
　　求について

※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催日変更や中止になる可能性もありますので、ご了承くだ
さい。

９．申込受付
　　期間

申込時点で、受講資格区分の免状がお手元に無い場合は、「実務経験証明書」をご提出ください。
また、申込書「様式２」備考欄に後日免状送付の旨ご記入のうえ、講習会開催前日までに免状をＦ
ＡＸまたはメールにてお送りください。

なお、講習終了後に送付する資格者証へ、証明写真(縦横２．５㎝)の貼付と会員事業者の証明印、
写真への割印を押印いただき、登録調査員証を完成させてください。

登録調査員証は、調査・点検業務を行う時に、身分証明として必ず「携帯」し、お客様からご依頼が
あれば「提示しなければならない」ことになっておりますので、必ずお手続きをお願いいたします。

mailto:kanto@jcga-page.or.jp


　　***　会　場　案　内　***

日本教育会館へのアクセス

（鉄道最寄駅のご案内）

●地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅（A1出口）下車徒歩3分

●地下鉄都営三田線神保町駅（A1出口）下車徒歩5分

●東京メトロ東西線竹橋駅（北の丸公園側出口）下車徒歩5分

●東京メトロ東西線九段下駅（6番出口）下車徒歩7分

●JR総武線水道橋駅（西口出口）下車徒歩15分

※駐車場のご利用はできません

日本教育会館

住所 ： 東京都千代田区一ツ橋2-6-2　

使用教室：８階　第一会議室



１．次の方は受講をお控えください。

２．講習会場における体調確認及び検温について

３．手指消毒及びマスク着用等について

４．会場内での行動について

５．飲食について

６．ゴミの処理について

７．喫煙について

８．講習会後の対応について

以上

(一社)日本コミュニティーガス協会関東支部

　講習会終了後2週間程度以内に発症が疑われるような事象が発生したときは、協会に連絡をお願いいた
します。この場合においては、その他の受講生若しくはその所属する会社に、また、保健所等関係機関か
ら要請があったとき、個人情報を提供することがあることを了承願います。

　会場内のゴミ箱は施設側の指示により使用出来ません。ゴミは必ず各自で必ずお持ち帰りください。

  建物内外全面禁煙です。また、条例により、路上での喫煙は禁止です。

受講者の皆様に会場で事務局が検温をさせていただく場合があります。
検温によって体温が37.5 度以上であったときは受講が出来ません。
また、講習中に体調不良となった場合は無理をせず、事務局にお申し出ください。
ご自身以外にも講習会に出席される方々へのご配慮をお願いします。
万一、発症が疑われる等の事象が発生した場合、協会並びに会場の指示に従っていただくとともに、保健
所等関係機関に連絡した場合においては、個人情報を提供することがあることを了承願います。

会場に消毒液を設置しますので、手指殺菌や手洗いの励行をお願いいたします。
必ずマスクを着用し咳エチケットにご協力ください。
※会場でのマスクの準備はありませんので、必ず着用をお願いいたします。

　入場時や休憩時、トイレ利用時等においては、人との間隔を開ける(最低１メートル）、会話を控える
等可能な範囲で飛沫感染と接触感染を避ける（３密を避ける等）行動を心がけてください。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、講習会にご参加いただく皆様には、事前に次のことをお願
いいたします。注意事項を守れない場合は、入館出来ない場合や、退席をお願いする場合がありますので、
必ずご一読のうえ、受講いただきますようお願いいたします。

講習会に出席される皆様へ

①新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触者又は過去14日以内に政府から入国制限や入国後観察期
　間を必要とされている国に滞在した方等
②講習会当日の検温により、37.5℃以上の発熱や咳・咽頭痛・倦怠感などの風邪症状が認められる場合
※なお、受講日１週間前から講習当日まで検温を行い、ご自身の体調変化について確認をお願いします。

　教室内での昼食は可能です。ただし、感染防止のため、食事中の会話は自粛をお願いいたします。な
お、飲物の自動販売機は 2階、７階、9階に設置がございます。



１．受講料のお支払いについて

　　

２．申込書を郵送する場合

★申込時の郵送書類の確認★ ↓申込書郵送先

１．「様式１  」受講申込書(鑑)   　〒１０５－００１２
２．｢様式２」受講申込書

３．受講資格区分免状コピー

　　または「実務経験証明書」

４．「受講票」返信用封筒   

　　(返信先住所記入・84円切手貼付) 

３．申込書をE-mailにて送付する場合

　メールのタイトルについて、ｴｸｾﾙﾌｫｰﾑ送付希望は 「登録調査員認定講習会入力ｼｰﾄ送付希望」

作成した申込書を送付いただく場合は「登録調査員認定講習会申込書送付」としてください。

関東支部E-mailｱﾄﾞﾚｽ： kanto@jcga-page.or.jp

※お送りした入力シートにご入力いただきE-mailにてご返信ください。

　 ※「実務経験証明書」をご提出の場合、申請書に会員事業者様の証明印が必要になりますので

　　必ず押印のうえ、PDF化したものを添付してください。

★申込時に添付いただく書類★

１．「登録調査員認定講習会」入力シート

※excel入力ﾌｫｰﾑを希望しない場合は、申込書をPDF化したものを添付して送付してください。
　その場合は、下記の書類を必ず添付してください。

１．「様式１」受講申込書(鑑)　 　２．「様式２」受講申込書

３．受講資格区分免状または「実務経験証明書」（押印後PDFにして添付してください)

①　「様式１・登録調査員認定講習会受講申込書(鑑)」及び「様式２・登録調査員認定講習会受講申込書
　　（受講者明細）」へご記入ください。

次に申込書送付方法を選択（２．または３．）

　申込書のexcelフォームをお送りいたしますので、E-mailでの送付をご希望の場合は、下記のアドレスま
で申込書をご依頼いただき、入力後、申込書をご返信ください。

※送信時のメールタイトルは必ず上記の表記としてください。タイトルが違う場合は返信出来ない
　場合がございます。

②　①と受講資格区分免状コピー、「受講票」返信用封筒を必ず同封し、下記までお送りください。

東京都港区芝大門１－１－３０

　　　 受講票は、申込受付期間終了後、同封いただいた返信用封筒にてお送りいたします。

芝NBFタワー１F

一般社団法人日本コミュニティーガス協会

　関　東　支　部
登録調査員認定講習会　申込　宛

２．受講資格区分免状 または 「実務経験証明書」（押印後PDFにして添付)

※今年度に限り、受講料は後からご請求いたします。先に受講料を振り込まないでください。

申 込 手 順

mailto:kanto@jcga-page.or.jp


※申込書を送信いただいた後、受付確認メールをご返信いたしますが、自動返信ではないため

　お時間をいただく場合もございます。

　２～３日経過しても返信がない場合は、お手数ですが電話にてお問合せください。

※申込受付期間終了後、お申込いただいたE-mailアドレスへ「受講票」等を返信いたします。

　PDF化した「受講票」を返信いたしますので、講習会当日までに印刷してご持参ください。

～ 申込書到着分まで

※万が一、受講票がお手元に届かないことがございましたら、関東支部までお問い合わせください。

　　受講票は、申込受付期間終了後に返信いたします。

※当日、受講票と引替えに資料をお渡しいたしますので忘れずにお持ちください。

以上

2020年8月19日(水)申込受付期間 2020年7月15日(水)

※先着順に受付けます。受講希望日が定員に達した場合は日程変更をお願いする場合がございます。
　　また、全日程が定員に達した場合は、申込受付期間中でも受付終了いたします。



　新規取得者対象

※講習会申込の詳細案内を必ずご覧の上ご記入ください 申込日：　　　　　　年　　　月　　　日

１．申込担当者名／登録調査員証、受講料請求書送付先

部署名：

〒 ―

２．申込人数

名 名 名

３．受講料金、発送手数料
<受講料金等内訳表>

円 名 ＝ 円

＝ 円

４．資格者証発送回数（希望に○してください）

・

５．受講料のお支払いについて　

～送付書類の確認～

申込受付期間 ～ 申込書到着分まで

(一社)日本コミュニティーガス協会関東支部　TEL:03-5405-2401

合　計

第１回(9/30) 第2回(10/7)

料　金　種　別

受講料

金　額（税込）

9,000

申込人数

第3回(11/2)

2020年7月15日(水) 2020年8月19日(水)

合　計（税込）

①申込書「様式１」(本紙)　　②申込書「様式２」　　③受講資格区分免状コピーまたは「実務経験証明書」
④「受講票」返信用封筒(定型・８４円切手貼付、宛先明記)※E-mail申込の場合不要

各開催日終了ごとに発送する 第３回終了後にまとめて発送する

＊今年度のみ受講料は講習会終了後にご請求いたします。先に受講料を振
　り込まないでください。
　各開催日ごとに受講料をご請求いたします。各開催日終了後、「請求書」をお送りしますの
で、期日までにお振込をお願いいたします。
　口座振替事業者様は、講習会終了後に「請求書」をお送りし、ご指定の金融機関からお引き
落としいたします。

※お届け先が２ヶ所以上の場合は、お届け先ごとに本用紙（「様式１」）を作成いただくか、送付先ごとに受講者を明示した
   送付先住所一覧表を添付してください。

※TELは必ず連絡の取れる電話番号をご記入ください。

　　　登録調査員　認定　講習会受講申込書(鑑)

会員№

登録調査員証
受講料請求書
　　　お届け先：

住所

※発送先は、原則会社宛のみとなります

会員事業者名：

担当者名： TEL:

様式１



新規取得者対象

(一社）日本ｺﾐｭﾆﾃｨｰｶﾞｽ協会関東支部 TEL:03-5405-2401

下記にご記入ください

会員№：　　　　　　　　　 会員事業者名： 担当者名：

要綱第5項 受講資格区分 ※１　　ひとつ選択し下記枠内にご記入ください

申込に必要な書類
①「様式1」
②「様式2」
③免状のコピーま
たは実務経験証明
書　④返信用封筒
(82円切手貼付、宛先明
記)

N ふりがな ふりがな 第5項資格

O 受講者氏名 協力会社名　※２ 上記より選択

がす　がすお ほあんてんけんいたくがいしゃ

瓦斯　ガス男 保安点検委託会社

10月7日

3

4

5

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

2

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

備考欄

11月2日 ←記入例

11月2日

記
入
例

1991年1月1日 (5)②

11月2日

※３ 下記枠内記入項目の「協力会社名」は、会員事業者から委託を受け負っている会社に所属している受講申込者の記入項目
　　　です。会員事業者に直属の受講申込者は無記入でお願いします。

生年月日

（西暦）

登録調査員 認定　講習会受講申込書（受講者明細）

1

（１）ガス主任技術者
（２）高圧ガス 製造保安責任者または第２種販売主任者
（３）ガス消費機器設置工事監督者
（４）液化石油ガス設備士
（５）①液石法 業務主任者代理者認定　または　②液石法施行規則 保安業務員講習修了
（６）①液石法 調査員認定（各都道府県発行）　または　②実務経験６ヵ月以上

枠内の各項目をご記入ください。「要綱第5項該当資格」については、上記をご参照ください。

※１ 「要綱第5項 受講資格区分」の中から選択した免状のコピーまたは実務経験証明書を必ず添付してください。

6 　　　年　　月　　日 11月2日

7 　　　年　　月　　日 11月2日

9月30日 10月7日

9月30日 10月7日

8 　　　年　　月　　日 11月2日

9 　　　年　　月　　日 11月2日

9月30日 10月7日

9月30日 10月7日

11月2日

受講日

9月30日 10月7日

9月30日 10月7日

9月30日 10月7日

9月30日 10月7日

9月30日 10月7日

9月30日

11月2日

11月2日

11月2日

9月30日 10月7日10 　　　年　　月　　日

様式２



　上記の者は、上記の通り調査員認定講習会要綱第５項（６）に規定する業務に、６ヶ月以上の

経験を有する者であることを証明します。

（一社）日本コミュニティーガス協会関東支部長　殿

(証明者) 印

ふりがな

受講者氏名

実務経験の業務内容

会員事業者名

代表者氏名

至　：　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　日

年　　 　ヶ月

年　　 　ヶ月自　：　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

自　：　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

至　：　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

実　務　経　験　証　明　書

実務経験実務先　及び　期間

生年月日
(西　暦）

　　　　 年　　　　 月 　　　　日（　　　才）

様式３


