
(2)オンライン型講習（資格取得講習）の筆記試験は、広島県LPガス会館にて実施いたします。

(3)集合型講習の案内及び申込みは、実施日の約１ヵ月前に広島県LPガス協会のWEBサイト〔http://www.hiroshima-lpg.jp/〕にて公開します。

(4)配管用フレキ管、ポリエチレン管講習は、4月に当事務所にて事前に受講希望調査を行います。

提出者を優先的に案内しますので受講希望の方は調査票をご提出ください。調査票は広島県LPガス協会WEBサイトにて公開予定です。

(5)日程、申込期間、会場等は変更が入る可能性がございます。必ず各講習会案内でご確認をお願いいたします。

令和6年1月11日（木）～2月1日（木） 筆記2月22日(木)
11月7日（火）～28日（火）

オンライン型講習〔法定義務講習〕

受講期間 検定日 申込期間

令和6年1月24日（水）～2月14日（水） 筆記3月1日(金)

丙種化学液石講習

第二種販売講習
業務主任者の代理者講習

講習名

オンライン型講習〔資格取得講習〕

受講期間 検定日 申込期間

5月25日（木）～6月15日（木） 筆記6月30日(金)
4月6日（木）～26日（水）

5月29日（月）～6月19日（月） 筆記7月7日(金)

講習名

丙種化学液石講習

第二種販売講習
業務主任者の代理者講習

回次

液化石油ガス設備士第2講習
10月3日(火)、4日(水)、5日(木)

筆記10月13日(金)
広島県LPガス会館

液化石油ガス設備士第3講習 技能12月3日(日)

保安業務員講習 9月12日(火)、13日(水) 筆記9月13日(水) 広島県LPガス会館

配管用フレキ管講習 8月25日(金) - 広島県LPガス会館

充てん作業者講習（実習） 9月5日(火) - ＪＡ西日本営農技術センター

充てん作業者講習（座学） 8月2日(水)、3日(木) 筆記8月3日(木) 広島県LPガス会館

ポリエチレン管講習 8月18日(金) 筆記8月18日(金) 広島県LPガス会館

令 和 5 年 度 講 習 実 施 計 画 表
令和5年3月現在

高圧ガス保安協会広島県液化石油ガス教育事務所

集合型講習

講習名 講習日 検定日 会場名

調査員講習 5月12日(金) 筆記5月12日(金) 広島県LPガス会館

配管用フレキ管講習　 7月27日(木)、28日(金) 筆記7月27日(木) 広島県LPガス会館

液化石油ガス設備士第2講習
4月25日(火)、26日(水)、27日(木)

筆記5月19日(金)
広島県LPガス会館

液化石油ガス設備士第3講習 技能7月2日(日)

5月25日(木) ～ 6月15日(木)

7月24日(月) ～ 8月14日(月)

 9月19日(火) ～ 10月10日(火)

11月20日(月) ～ 12月11日(月)

R6.2月9日(金) ～ 3月1日(金)

液化石油ガス設備士再講習

業務主任者講習

保安係員講習

充てん作業者再講習

5月25日(木) ～ 6月15日(木)

7月24日(月) ～ 8月14日(月)

 9月19日(火) ～ 10月10日(火)

R6.2月9日(金) ～ 3月1日(金)

6月26日(月) ～ 7月17日(月)

10月2日(月) ～ 10月23日(月)

R6.2月9日(金) ～ 3月1日(金)

 9月19日(火) ～ 10月10日(火)

R6.2月9日(金) ～ 3月1日(金)

4月6日（木）～26日（水）

7月20日(木)～8月9日(水)

11月7日（火）～28日（火）

7月20日(木)～8月9日(水)

11月7日（火）～28日（火）

-

-

-

-

4月6日（木）～26日（水）

5月30日(火)～6月19日(月)

7月20日(木)～8月9日(水)

9月12日(火)～10月2日(月)

11月7日（火）～28日（火）

4月6日（木）～26日（水）

5月30日(火)～6月19日(月)

7月20日(木)～8月9日(水)

11月7日（火）～28日（火）

①

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

①

②

③

①

②

回次

②

(1)オンライン型講習については、インターネットでの受付となります。〔高圧ガス保安協会WEBサイト：https://www.khk.or.jp/〕

※インターネット環境がない方は、高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門　〔TEL:03-3436-6102〕までお問い合わせください。

その他の受講方法についてご案内いたします。　詳細につきましては、高圧ガス保安協会の発信する講習案内をご確認ください。



　令和５年度より、法定義務講習（液化石油ガス設備士、業務主任者、充てん作業者）がオンライン化されます。

再講習の受講は、受講期日内であればどの回次でも受講可能です。下表よりご自身の受講期日をご確認の上、

講習、申込期間等については、講習実施計画表または高圧ガス保安協会（以下KHK）WEBサイトでご確認いただけます。

　なお、再講習の申込みはKHKのWEBサイトにて電子申請による申込みとなります。

ご不明な点がございましたら、KHK 試験・教育事業部門（TEL:03-3436-6102）までお問い合わせください。

※【KHK WEBサイト】https://www.khk.or.jp/

　免状の書換えをしてください。（液石法規則第九十八条）

　H28年度 　R3年度 (~R4.3.31) 　H31年度 (~R2.3.31)

　H29年度 　R4年度 (~R5.3.31) 　R2年度 (~R3.3.31)

　H30年度 　R5年度 (~R6.3.31) 　R3年度 (~R4.3.31)

　H31年度 　R6年度 (~R7.3.31) 　R4年度 (~R5.3.31)

　R2年度 　R7年度 (~R8.3.31) 　R5年度 (~R6.3.31)

　R3年度 　R8年度 (~R9.3.31) 　R6年度 (~R7.3.31)

　R4年度 　R9年度 (~R10.3.31) 　R7年度 (~R8.3.31)

　R5年度 　R10年度 (~R11.3.31) 　R8年度 (~R9.3.31)

　R6年度 　R11年度 (~R12.3.31) 　R9年度 (~R10.3.31)

　R7年度 　R12年度 (~R13.3.31) 　R10年度 (~R11.3.31)

　R8年度 　R13年度 (~R14.3.31) 　R11年度 (~R12.3.31)

　R9年度 　R14年度 (~R15.3.31) 　R12年度 (~R13.3.31)

　R10年度 　R15年度 (~R16.3.31) 　R13年度 (~R14.3.31)

　R11年度 　R16年度 (~R17.3.31) 　R14年度 (~R15.3.31)

　R12年度 　R17年度 (~R18.3.31) 　R15年度 (~R16.3.31)

　R13年度 　R18年度 (~R19.3.31) 　R16年度 (~R17.3.31)

※液化石油ガス設備士及び充てん作業者は、その業務に従事していなくても再講習を受講しなければなりません。

※保安主任者・保安係員・業務主任者においては、選任された日にすでに免状の交付を受けた日から

　2年6月以上経過している場合は選任された日から6月以内に受講してください。

（受講期日の例）

再講習の受講サイクルについて

　  H28.4.1　　H29.2　　H29.4.1　　 H30　　　H31　　　 R2 　　   R3.4.1 　 R4.3.31

期日内に必ず受講してください。

(R13.4.1 ~ R14.3.31)

②再講習の受講期日

2回目以降の受講の方 初回受講の方

　　　受講した年度

　①　または

　　　新規で取得した年度 （５年以内） （初回は３年以内)

(R7.4.1   ~ R8.3.31)

(R8.4.1   ~ R9.3.31)

(R9.4.1   ~ R10.3.31)

(R10.4.1 ~ R11.3.31)

　住所変更をした方で免状の書換えをしていない場合、案内が届かない可能性がありますので、住所変更をした際は速やかに

※設備士再講習及び充てん作業者再講習については、KHKより受講期日年度の方に個別に案内を送付予定です。

※配送トラブル等に備え、必ず各自で受講期日を把握し、受講漏れのないようにご注意ください。

(R11.4.1 ~ R12.3.31)

(R12.4.1 ~ R13.3.31)

(H31.4.1 ~ R2.3.31)

(R3.4.1   ~ R4.3.31)

(R4.4.1   ~ R5.3.31)

(R2.4.1   ~ R3.3.31)

(R5.4.1   ~ R6.3.31)

(R6.4.1   ~ R7.3.31)

(H28.4.1 ~ H29.3.31)

(H29.4.1 ~ H30.3.31)

(H30.4.1 ~ R1.3.31)

５年以内に受講平成28年度の受講



　令和５年度より、法定義務講習（液化石油ガス設備士、業務主任者、充てん作業者）がオンライン化されます。

再講習の受講は、受講期日内であればどの回次でも受講可能です。下表よりご自身の受講期日をご確認の上、

講習、申込期間等については、講習実施計画表または高圧ガス保安協会（以下KHK）WEBサイトでご確認いただけます。

　なお、再講習の申込みはKHKのWEBサイトにて電子申請による申込みとなります。

ご不明な点がございましたら、KHK 試験・教育事業部門（TEL:03-3436-6102）までお問い合わせください。

※【KHK WEBサイト】https://www.khk.or.jp/

　免状の書換えをしてください。（液石法規則第九十八条）

　H28年度 　R3年度 (~R4.3.31) 　H31年度 (~R2.3.31)

　H29年度 　R4年度 (~R5.3.31) 　R2年度 (~R3.3.31)

　H30年度 　R5年度 (~R6.3.31) 　R3年度 (~R4.3.31)

　H31年度 　R6年度 (~R7.3.31) 　R4年度 (~R5.3.31)

　R2年度 　R7年度 (~R8.3.31) 　R5年度 (~R6.3.31)

　R3年度 　R8年度 (~R9.3.31) 　R6年度 (~R7.3.31)

　R4年度 　R9年度 (~R10.3.31) 　R7年度 (~R8.3.31)

　R5年度 　R10年度 (~R11.3.31) 　R8年度 (~R9.3.31)

　R6年度 　R11年度 (~R12.3.31) 　R9年度 (~R10.3.31)

　R7年度 　R12年度 (~R13.3.31) 　R10年度 (~R11.3.31)

　R8年度 　R13年度 (~R14.3.31) 　R11年度 (~R12.3.31)

　R9年度 　R14年度 (~R15.3.31) 　R12年度 (~R13.3.31)

　R10年度 　R15年度 (~R16.3.31) 　R13年度 (~R14.3.31)

　R11年度 　R16年度 (~R17.3.31) 　R14年度 (~R15.3.31)

　R12年度 　R17年度 (~R18.3.31) 　R15年度 (~R16.3.31)

　R13年度 　R18年度 (~R19.3.31) 　R16年度 (~R17.3.31)

※液化石油ガス設備士及び充てん作業者は、その業務に従事していなくても再講習を受講しなければなりません。

※保安主任者・保安係員・業務主任者においては、選任された日にすでに免状の交付を受けた日から

　2年6月以上経過している場合は選任された日から6月以内に受講してください。

（受講期日の例）

(H28.4.1 ~ H29.3.31)

(H29.4.1 ~ H30.3.31)

(H30.4.1 ~ R1.3.31)

※設備士再講習及び充てん作業者再講習については、KHKより受講期日年度の方に個別に案内を送付予定です。

※配送トラブル等に備え、必ず各自で受講期日を把握し、受講漏れのないようにご注意ください。

(R11.4.1 ~ R12.3.31)

(R12.4.1 ~ R13.3.31)

(H31.4.1 ~ R2.3.31)

(R3.4.1   ~ R4.3.31)

(R4.4.1   ~ R5.3.31)

(R2.4.1   ~ R3.3.31)

(R5.4.1   ~ R6.3.31)

(R6.4.1   ~ R7.3.31)

再講習の受講サイクルについて

　  H28.4.1　　H29.2　　H29.4.1　　 H30　　　H31　　　 R2 　　   R3.4.1 　 R4.3.31

期日内に必ず受講してください。

(R13.4.1 ~ R14.3.31)

②再講習の受講期日

2回目以降の受講の方 初回受講の方

　　　受講した年度

　①　または

　　　新規で取得した年度 （５年以内） （初回は３年以内)

(R7.4.1   ~ R8.3.31)

(R8.4.1   ~ R9.3.31)

(R9.4.1   ~ R10.3.31)

(R10.4.1 ~ R11.3.31)

　住所変更をした方で免状の書換えをしていない場合、案内が届かない可能性がありますので、住所変更をした際は速やかに

５年以内に受講平成28年度の受講


