
安全管理審査制度の見直し説明会 

平素は、当協会の安全管理審査業務にご理解ご協力を賜り誠にありがとうご

ざいます。 

さて、平成 29年 4月 1日から見直しになる安全管理検査制度について、改正

経緯や改正内容及び安全管理審査での変更点について説明を行います。 

 

今回の安全管理審査制度の変更は、大きく次の 3点が挙げられます。 

①溶接安全管理審査が、使用前・定期安全管理審査に統合されます。 

②定期検査時期と受審時期のインターバルが、延伸されます。 

③登録審査機関の審査範囲が拡大されます。 

 

安全管理審査に精通した講師が丁寧に解説いたします。 

詳細は次項に記載しております。皆様のご参加をお待ちしております。 

○開催日 

札幌会場： 2017.4/28受付締切  仙台会場：2017.4/10受付締切 

東京会場：2017.5/11受付締切  富山会場：2017.4/26受付締切 

名古屋会場：2017.4/25受付締切  大阪会場：2017.4/24受付締切 

広島会場：2017.4/12受付締切  高松会場：2017.4/13受付締切 

福岡会場：2017.4/17受付締切  沖縄会場：2017.4/18受付締切 

○説 明 者 

一般財団法人発電設備技術検査協会 安全管理審査員  

○参 加 費 

5,000円／人（消費税込）【請求書を後日、郵送させて頂きます。】 

○ご持参いただく物 

筆記用具（説明会資料は当日配布いたします。） 

○お問い合わせ先 

法定業務室（e-mail:houtei@japeic.or.jp） 

TEL：03-5404-3875  FAX：03-5404-3881 （好川・吉野）  
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○開催地・日時 

 開催日 開催場所 定員 締切予定 

札幌会場 2017.4/28 北海道建設会館 10名 受付締切 

仙台会場 2017.4/10 トラストシティカンファレンス・仙台 20名 受付締切 

東京会場 2017.5/11 AP浜松町 150名 受付締切 

富山会場 2017.4/26 富山県農業会館 20名 受付締切 

名古屋会場 2017.4/25 名鉄モリシタ名古屋駅前中央店 50名 受付締切 

大阪会場（PM） 2017.4/24 発電技検 西日本支部 20名 受付締切 

大阪会場（AM） 2017.4/24 発電技検 西日本支部 20名 受付締切 

広島会場 2017.4/12 ヴィアイン広島銀山町 50名 受付締切 

高松会場 2017.4/13 シンボルタワー 30名 受付締切 

福岡会場 2017.4/17 カンファレンス ASC（アスク） 30名 受付締切 

沖縄会場 2017.4/18 沖縄県青年会館 10名 受付締切 

○タイムスケジュール 

時間 内容 

13：00～13：30 （大阪 AMのみ 09：00～09：30） 受付 

13：30～13：40 （大阪 AMのみ 09：30～09：40） ご挨拶 

13：40～14：30 （大阪 AMのみ 09：40～10：30） 安全管理審査制度の見直しについて 

14：30～15：00 （大阪 AMのみ 10：30～11：00） 申請と手順について 

15：00～15：30 （大阪 AMのみ 11：00～11：30） よくあるご質問について 

15：30～16：00 （大阪 AMのみ 11：30～12：00） 質疑応答 

・当日は受講票の発行 No.ごとに受付の出席照合を行いますで、必ず受講票をご持参下さ

い。 

・説明の進捗により時間配分が変更になる場合がございます。 

・受付時間前にお越しになられても、会場にご案内できませんのでご注意下さい。 

○申込方法 

参加を希望される方は、お申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、送信ボタンを押し

てください。尚、ホームページからの申込が不可能な場合は、本案内資料最終頁の申込用

紙に必要事項をご記入の上、FAXでお申込み下さい。受講票をメール又は FAXにてお送り致

します。 

（注）定員に達した場合は締め切らせて頂きます。また、最小催行人数に達しない場合は、

開催を見送りさせて頂きますのでご了解の程お願い致します。 

  お申込フォーム 

http://japeic.or.jp/mailform/mailform_H29-houtei-meeting.html


安全管理審査制度の見直し説明会 申込書 

申込日：平成  年  月  日 

一般財団法人 発電設備技術検査協会 法定業務室宛（FAX:03-5404-3881） 

申

込

者

担

当

者 

開催場所 

(選択してください) 

□札幌会場 2017.4/28 受付締切 

仙台会場 2017.4/10 受付締切 

東京会場 2017.5/11 受付締切 

□富山会場 2017.4/26 受付締切 

□名古屋会場 2017.4/25 受付締切 

大阪会場 2017.4/24 受付締切 

広島会場 2017.4/12 受付締切 

高松会場 2017.4/13 受付締切 

福岡会場 2017.4/17 受付締切 

□沖縄会場 2017.4/18 受付締切 

会社団体名（※必須）  

住所（※） 〒 

氏名（※）  

所属部課名  

TEL（※）、FAX（※） TEL:         FAX: 

メールアドレス（※）  

請求書宛名 （例）発電株式会社 

 

参

加

希

望

者 

所属部課名 氏名（※） フ リ ガ ナ 参加費(税込) / 名 

    

    

    

    

    

合計：5,000円×人数 円 

・本フォームの個人情報は、説明会の運営目的のみに利用させて頂き、別の目的で使用す

ることはありません。 

・会場の収容人数の都合上、１事業所あたりの参加人数を調整させていただく場合がござ

いますので、ご了承下さい。 

・本申込書受領後に確認メールが自動配信されます。配信されない場合は、下記へお問い

合わせ下さい。 

問い合わせ先：法定業務室（e-mail:houtei@japeic.or.jp） 

TEL：03-5404-3875  FAX：03-5404-3881 （好川・吉野） 

・本申込書受領後に受講票をメール又は FAXにて送付させて頂きます。 

・請求書は後日、郵送させて頂きます。（当日会場でのお支払いはできません。） 

・説明会の参加をキャンセルされる場合には説明会の前日までにご連絡ください。 

・申し込まれた方が万一欠席される場合は、代理出席ができますので、当日に受付係にお

申出下さい。 
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○会場案内 

 開催場所 案内 

札幌会場 北海道建設会館 

(北海道札幌市中央区北 4条西 3丁目 1番地) 

URL:http://www.h-kensetsukaikan.co.jp/mapinfo.html 

・JR札幌駅南口より徒歩 3分 

仙台会場 トラストシティカンファレンス仙台 

(宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 

仙台トラストタワー5F) 

URL:http://www.tcc-kaigishitsu.com/tcc-s/access.html 

・JR仙台駅西口より徒歩 9分 

・JR仙石線あおば通駅 

2番出口より徒歩 8分 

・地下鉄南北線仙台駅 

南 2番出口より徒歩 6分 

東京会場 AP浜松町 

(東京都港区芝公園 2-4-1芝パークビル B館地下 1F) 

URL:https://www.tc-forum.co.jp/kanto-area/ap-hamamatsucho

/ha-base/  

・JR浜松町駅北口より徒歩 7分 

・都営浅草線・大江戸線大門駅 

 A6出口より徒歩 3分 

・都営三田線芝公園駅 

A3出口より徒歩 3分 

富山会場 富山県農業会館 

(富山県富山市新総曲輪 2-21) 

URL：http://toyamajakaikan.jp/access 

・JR富山駅より徒歩 10分 

名古屋会場 名鉄モリシタ名古屋駅前中央店 

(愛知県名古屋市中村区各駅 3-13-3 

各駅モリシタビル 7F) 

URL:http://www.nagoyakaigishitsu.com/nagoyakaigishitsu/shiset

su.php?sid=00024 

・国際センター駅 1番出口より

徒歩 6分 

・名古屋駅地下鉄 東山線・桜

通線 名古屋駅 1番出口より

徒歩 2分 

大阪会場 発電技検 西日本支部 

(大阪府大阪市北区堂島 2-1-1 フジタ東洋ビル 4F) 

URL:http://www.japeic.or.jp/g-shoukai/jimusho/nishinihon.htm 

・JR大阪駅より徒歩 10分 

・JR北新地駅より徒歩 5分 

・地下鉄西梅田駅より徒歩 6分 

広島会場 ヴィアイン広島銀山町 

(広島県広島市中区銀山町 10-17) 

URL:http://www.viainn.com/hiroshima-k/access/ 

・JR広島駅より広島電鉄（路面

電車）にて銀山町電停→銀山

町電停より徒歩 2分 

高松会場 シンボルタワー 

(香川県高松市サンポート 2-1) 

URL:http://www.symboltower.com/access/ 

・JR高松駅より徒歩 3分 

・ことでん高松築港駅より 

徒歩 5分 

福岡会場 カンファレンス ASC（アスク） 

(福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-25) 

URL:http://asc1.jp/access/ 

・JR博多駅筑紫口より徒歩 4分 

・地下鉄空港 博多駅 東 6番出

口より徒歩 3分 

沖縄会場 沖縄県青年会館 

(沖縄県那覇市久米 2-15-23) 

URL:http://www.offersweb.co.jp/s/map/map107.html 

・那覇バスターミナルより 

徒歩 10分 

・モノレール旭橋駅より徒歩 5分 
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