
 事業主 ・関係者　各位

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者は、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者でな

ければ、選任できないこととなっています。また、本講習は、化学設備（配管を除く）の取扱いの作業に5年以上従事し

た経験を有するものでなければ、受講することができないこととなっています。当支部において、広島労働局長の登録教

習機関として、標記講習を以下に示す通り実施いたしますので、ご案内申し上げます。

　化学設備の取扱作業に5年以上従事した経験を有する者

　テキスト送料（宅配便）   中・四国９県の場合　600円、その他の地域　800円　

1

 　ください。

① 窓口に持参 ② 現金書留にて郵送　 2 本人確認証明書  （次のいずれか1種類）

　 ③ 金融機関に振込（振込の場合申込書は郵送してください） ア．自動車等運転免許証の写（表裏）

(2)申込時、本人確認証明書として右のいずれかを添付してくだ イ．労働安全衛生法による免許証の写(表裏）

　さい。なお、住民票と戸籍謄本以外は返却いたしません。 ウ．都道府県労働局長登録教習機関の交付

　　した技能講習修了証の写(表裏）

エ．パスポートの写

(3)請求書が必要な場合、講習申込書の連絡欄に明記してください。 オ．住民票原本(確認後返却いたします）

(4)入金を確認後、受講票を送付いたします。

【現金書留及び講習申込書送付先】

〒７３０-００１７　広島市中区鉄砲町７－８　ＮＥＸT鉄砲町ビル３Ｆ

   一般社団法人日本ボイラ協会広島支部  　TEL：082-228-4660、FAX：082-962-4876

【郵便振替の場合】 【銀行振込の場合】

口座番号：０１３１０－４－８３１３

（1）ご都合により受講キャンセルする場合は、講習日の一週間前までにご連絡いただければ、返金手数料を

　　  差し引いた金額を返却いたします。

（2）会場内での録音、録画は、禁止としていますのでご了承ください。

（4）講習テキストは、予告なく規格・価格を変更する場合がありますのでご了承ください。

この申込書は、当該講習以外の目的以外には使用いたしません。

（3）自家用車を利用される場合は、各自で駐車場を確保の上、受付時間に遅れないように来場ください。

注意事項等

個人情報の保護

講習実施計画
（開催日・会場等）

受講資格

講習科目

受講料

講習テキスト

送料

危険物及び化学反応(5h)、関係法令(2h)

修了試験(1h)

２２，０００円

第3日目

9：00 ～ 17：10

9：00 ～ 17：10

9：00 ～ 17：10

令和５年２月

令和５年度
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習のご案内

（広島労働局長登録番号第53号　登録有効期間満了日　2024年3月30日）

送付先

一般社団法人日本ボイラ協会広島支部

令和５年11月6日(月)～１１月８日(水)

開　　催　　日 定　員 会　　　　　場

広島産業会館本館第２展示室
（広島市南区比治山本町12-18）

50 名

第1日目

第2日目

第一種圧力容器の構造(6h)、関係法令(1h) 

第一種圧力容器の取扱い(7h)

17：30～18：30

３，４１０円

（本体価格２０，０００円＋税）

 　① 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者テキスト
　　　(平成30年9月5日　改訂第7版第2刷)2,200円（本体価格2,000円＋税）

 　② ボイラー及び圧力容器安全規則
　　　(2020年12月25日　改訂第12版第2刷)1,210円（本体価格1,100円＋税）

振込先

修了証

申込受付期限

申込書に添付する書類

写真(申込書に貼りつけてください)
(6か月以内撮影・サイズ横24mmx縦30mm）

 　添えて次の①～③のいずれかにより広島支部宛お申込み

受講申込要領

　※修了証に旧姓等の併記を希望される方は、戸籍謄本のほか、旧姓を
　確認できる証明書等を添付してください。

口座名義(両口座とも）：一般社団法人日本ボイラ協会広島支部

広島銀行県庁支店　普通預金口座　０６２５８３３

全カリキュラムを修了し､修了試験に合格された方に交付します。(注)欠席､遅刻、早退は認められません。

(1)申込書に必要事項を記入のうえ、受講料、テキスト代を

講習開始３ヶ月前から定員に達するまで

申込先：広島支部

＜問い合わせ先＞一般社団法人日本ボイラ協会広島支部　〒730-0017　広島県広島市中区鉄砲町7-8NEXT鉄砲町ビル3階
　　　　　　　　　　　　TEL082-228-4660　FAX：082-962-4876



  上記の者は、上記のとおり化学設備 （労働安全衛生法施行令第9条の3第1号） の取扱いの作業（配管を除く）に従事

   したことを証明する。

所在地

会社名

代表者職　氏名

円

※講習テキストは予告なく規格・価格を変更する場合があります。ご了承ください。

円

（ ふ り が な ）

令和５年度
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習申込書

※
受講
番号

氏　　名

旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望　有　／　無　

（注）※印欄は記入しないで
　　　ください。

併記を希望する氏名又は通称

生年月日       　  　 　年　　　　月　　　　日

受講者連絡先電話番号

円

受講資格確認欄

日本ボイラ協会広島支部

　　　　　年　　　　　月　　　　　日 

〈テキスト内訳〉
　① （4201）化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者テキスト　2,200円
　② （1050）ボイラー及び圧力容器安全規則　1,210円

    （A）　受講料（消費税込み）

（B）　講習テキスト(消費税込）

２２，０００

⼊⾦⽇・⾦額
広島支部使用欄

発送⽇ 発送⽅法

送
テキスト
受講票

⼊⾦⽅法

電話番号

化
学
設
備
の

取
扱
作
業
歴

化学薬品名
（ａ又はｂ
を記入）

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習受講資格証明書

申込担当部署及び担当者氏名

従事期間 　自　　 　 　　　年　　　 月　　　 日　　～　　至　 　　  　　 　年　　　 月　　　 日　　 （　　　　　　年　　　　　ヶ月）

 　種類 （ 加熱器 ・ 反応器 ・ 蒸発器 ・ その他 ）

 ａ．製造若しくは取扱う危険物の名称（労働安全衛生法施行令第9条の三の別表
　　第一に掲げる物質名）

 ｂ．引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造若しくは取り扱う物質名

令和５年１１月６(月)～８日(水)

住　  所

連絡欄

担当者連絡先電話番号

広島支部窓口・現金書留･郵便振替・銀行振込
支 払 方 法

( いずれかに○印を記入）

自宅　・　勤務先　・　その他
(その他の場合は連絡欄に送付先を記入）

（C）　テキスト送料（希望者）
（中・四国９県：600円、その他：800円）

円

 テキスト送付先
 ( いずれかを○で囲んでください )

合計金額 （A）+（B）+（C）

３，４１０

連
絡
窓
口

〒

〒

社印

昭和

平成

※写真の裏面には

氏名をご記入

ください。

写真 糊付部分

横 24mm

縦 30mm

一般社団法人日本ボイラ協会広島支部 宛

申込先：広島支部

振込の場合の振り込み先

【ゆうちょ銀行】

口座番号：01310-4-8313

【広島銀行】

県庁支店 普通預金口座 ０６２５８３３

（口座名義：

一般社団法人日本ボイラ協会広島支部）

↓ご記入下さい

【 月 日

振込予定 ／ 振込済 】

※人数分まとめてのお振込でも結構です。

※送付先が一箇所であれば一名分の

送料でお送りできます。（代表一名）の申込書

に左記送料を追加してください。

化一圧

＜問い合わせ先＞一般社団法人日本ボイラ協会広島支部　〒730-0017　広島県広島市中区鉄砲町7-8NEXT鉄砲町ビル3階
　　　　　　　　　　　　TEL082-228-4660　FAX：082-962-4876



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

恐れ入りますが、返金の際に振込等で手数料が発生する場合、手数料は受講者様でご負担ください。※３

講習受講について【お願い】

食事等
昼食（弁当など）、飲料水は各々でご準備ください。また、ごみ箱が設置されておりません
ので、弁当ガラはお持ち帰りください。

一般社団法人日本ボイラ協会広島支部

※２ 感染をはじめとするあらゆるリスク、その他の経済的損失等について、当協会は一切責任を負いかねますの
で、あらかじめご了承ください。（事前キャンセルによる返金を除きます。）

講習会場入り口に手消毒剤を設置いたします。

休憩時間等に適宜講習会場の窓を開け、換気します。

この講習受講者の中から新型コロナ陽性者が出た場合、地方自治体や保健所から開示要請があった際
は、受講者リスト（皆様からの受講申込み書をもとに作成した受講者一覧表）の提供にご同意いただ
きますようお願いいたします。

講習の開催等について
新型コロナウイルスを理由に受講を見合わされる場合には、次回講習への振替・返金等の対応をさせ
ていただきますので、ご連絡をお願いします。講習が中止になった場合も同様です。

中止の場合はなるべく早期にHP上で公開及び、受講者又は担当者に連絡いたします。

ことわりなくご欠席になった場合は返金できません。ご注意下さい。

※１ 日々状況が変わることから、直前の中止や延期の可能性のあることをご理解のほどお願いします。

講師、事務局員もマスクを着用させていただきます。

新型コロナウイルス感染拡大防止について【お願い】

講習当日について
発熱などの風邪の症状がみられる場合は、受講の見合わせをお願いします。

朝、会場にお見えになる前に熱を計り、会場受付で体温を教えてください。37.5℃を超える場合は受
講をご遠慮ください。

原則として、マスクの持参・着用及び咳エチケット、手洗い等の感染予防対策をお願いします。


