
令和３年９月

大阪ガス株式会社　ネットワークカンパニー
経営企画部　　　簡易内管施工登録店運営係

重重要要

　平素は、簡易内管施工登録店制度にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。

　貴社の簡易内管施工士（日本ガス協会資格）の方で、次の事項に該当する方が、当社の登録更新の

時期（（３３年年にに１１回回のの更更新新））になりましたのでお知らせ致します。

『簡易内管施工登録店登録要綱』に基づき、更新の手続きと更新講習の受講をお願い致します。

①と②の両方に該当する方

    ①当社にごご登登録録いいたただだいいてていいるる簡簡易易内内管管施施工工士士のの方方

    ②日本ガス協会主催の簡簡易易内内管管施施工工士士更更新新講講習習をを修修了了ししたた方方で、日本ガス協会発行の

　　  簡易内管施工士資格証の有有効効期期限限（（更更新新後後））がが22002255年年33月月3311日日ままででの方

お手元の簡易内管施工施工士の資格証の有効期限をお確かめください。

裏面のお手続き方法に沿って、当社の更新

手続きと更新講習の受講をお願いします

日日本本ガガスス協協会会主主催催のの簡簡易易内内管管施施工工士士更更新新講講習習をを受受講講しし

日日本本ガガスス協協会会発発行行のの資資格格証証更更新新後後

当社の更新手続きと更新講習の受講をお願いします

【【日日本本ガガスス協協会会のの簡簡易易内内管管施施工工士士のの更更新新とと大大阪阪ガガススのの登登録録更更新新ににつついいてて】】

　・日本ガス協会の簡易内管施工士は取得後３年毎に更新が必要で、資格の更新を希望される方は

　　必ず日本ガス協会主催の更新講習を受講してください。

　・当社の登録も３年毎に更新が必要で、日本ガス協会の資格更新と同じ年にご案内します。

　　必ず大阪ガス主催の更新講習も受講してください。（詳細は裏面をお読みください）

簡簡易易内内管管施施工工士士　　大大阪阪ガガスス登登録録更更新新ののごご案案内内

当当社社登登録録のの更更新新対対象象者者

日日本本ガガスス協協会会主主催催のの簡簡易易内内管管施施工工士士更更新新講講習習をを受受講講ささ
れれててなないい方方はは日日本本ガガスス機機器器検検査査協協会会へへおお問問合合せせ下下ささいい

（（日日本本ガガスス機機器器検検査査協協会会 TTEELL::0033--33996600--77884411））

2025年3月31日 平成34年3月31日

申申請請書書のの日日本本ガガスス協協会会更更新新講講

習習開開催催（（郵郵送送））日日ににはは開開催催日日

（（ままたたはは書書類類郵郵送送日日））ををおお書書

ききくくだだささいい。。

（（KK000000000000））　　○○○○○○○○○○○○○○○○　　御御中中

　　　　○○○○　　○○○○様様

大阪ガス株式会社リビング技術部

簡易内管施工登録店運営係

　　　　　いつもお世話になっております。

　　　　　貴社の簡易内管施工士（日本ガス協会資格）の方で、次の事項に該当する方が、当社

　　　　の登録更新の時期（（３３年年にに１１回回のの更更新新））になりましたので、お知らせいたします。

　　　　　『簡易内管施工登録店制度　施行要領』に基づき、更新の手続きと更新講習の受講を

　　　　お願い致します。

　　　　　なお、更新されなかった方は、平平成成2255年年44月月11日日以以降降、、当当社社供供給給エエリリアア内内ででのの施施工工はは

　　　　ででききななくくななりりまますす。。また、更新されなかったことにより貴貴社社のの当当社社へへ登登録録ししたた施施工工者者がが不不

　　　　在在ににななっったた場場合合はは、、貴貴社社のの簡簡易易内内管管施施工工登登録録店店のの登登録録資資格格をを失失ううここととににななりりまますすのでご注

　　　　意下さい。

      下記の①と②の両両方方にに該該当当する方

　    ①日本ガス機器検査協会が開催する簡簡易易内内管管施施工工士士資資格格更更新新講講習習をを修修了了ししたた方方で

　　    日本ガス協会発行の簡易内管施工士資格証の有有効効期期限限（（更更新新後後））がが平平成成2288年年33月月3311日日ままででの方

　    ②当社にごご登登録録いいたただだいいてていいるる簡簡易易内内管管施施工工士士のの方方

主催者 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（裏面もお読み下さい）

　　　簡易内管施工士　大阪ガス登録の更新のご案内

平成24年10月1日

更更新新対対象象者者

簡易内管施工士更新講習
（３年ごと、日本ガス協会資格更新）

簡簡易易内内管管施施工工士士更更新新講講習習
((３３年年ごごとと、、大大阪阪ガガスス資資格格更更新新))

（ご参考）
簡易内管登録店更新手続き
（毎年、大阪ガス登録更新）

更更新新のの
ススケケジジュューールル

日本ガス
協会

大阪ガス

簡簡易易内内管管施施工工士士
更更新新講講習習受受付付

　　　　　日本ガス協会主催の簡易内管施工士更新講習は、
京都府：H24.7.24 大阪府:H24.7.30・11.12 兵庫県：H24.8.2 奈良県：H24.9.5 実施されております。
以上の更新講習を受講されてない方又は、受講される予定のない方は、JIAへお問合せ下さい。
                                               （ＪＩＡ電話番号:03-3960-7841）

  大阪ガス（株）人材開発センター  ＴＥＬ：06-6308-8852（講習日当日のみ受付） 

          大大阪阪ガガスス((株株))人人材材開開発発セセンンタターー  

             大大阪阪市市淀淀川川区区三三津津屋屋北北２２丁丁目目２２２２番番  

              阪阪急急神神戸戸線線  神神崎崎川川駅駅下下車車  

               徒徒歩歩１１００分分  

  

前日までの問合わせは大阪ガス（株）簡易内管施工登録店運営係まで ＴＥＬ：06-6202-5266 

 

 

 車車（（単単車車、、自自転転車車をを含含むむ））ででのの来来場場はは固固くくおお断断りりいいたたししまますす。。    
 

※※人人材材開開発発セセンンタターーへへのの道道ののりりででははくくわわええタタババココはは、、おおややめめくくだだささいい。。  

 

受講会社及び受講生（人開Ｃに来られる関係者含む）へのお願い 

◆◆ママススククはは、、ごご自自身身ででごご用用意意くくだだささいい。。（（実実習習等等でで汗汗ををかかくく場場合合はは予予備備ももごご用用意意くくだだささいい。。））  
・感染防止対策強化の為、「不織布マスク」の着用にご協力をお願いします。 

◆◆毎毎朝朝、、必必ずず、、各各自自でで検検温温をを実実施施ししててごご来来所所くくだだささいい。。  
◆◆次次にに該該当当すするる方方はは、、受受講講ををおお控控ええくくだだささいい。。  

・体調に不安がある方※ 
・海外から帰国して２週間以内の方 
・ご自身、同居するご家族および身近な方に感染が疑われる人※がいる方 

※37.5℃以上の発熱、風邪や風邪に似た症状がある 
※強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）等の症状がある 

 
人材開発センターで実施中の感染予防対策 

◆◆飛飛沫沫感感染染、、接接触触感感染染のの防防止止対対策策をを以以下下のの通通りり実実施施ししてておおりりまますす。。  
・手指用の消毒液を配置 
・咳エチケット（従業員のマスク着用）と手洗い励行 
・適切な離隔の確保（一部の講習では、定員数を減らす可能性もございます） 
・更衣室、休憩室、トイレ、喫煙所、教室を換気 
・受付カウンター前にビニールシートなどの仕切りを設置 等 
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2025年3月31日まで有効 平成34年3月31日
（2022年）

まで有効

一般社団法人 一般社団法人

日本ガス協会　簡易内管施工士資格証 日本ガス協会　簡易内管施工士資格証SAMPLE

2025年3月31日まで有効 平成34年3月31日
（2022年）

まで有効

一般社団法人 一般社団法人

日本ガス協会　簡易内管施工士資格証 日本ガス協会　簡易内管施工士資格証SAMPLE
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回次 開催日 定員人数 申申込込締締切切

１回 2021年10月27日(水曜日) 午前 10時00分～ 40名

２回 2021年10月27日(水曜日) 午後 14時00分～ 40名

３回 2021年11月24日(水曜日) 午前 10時00分～ 40名

４回 2021年11月24日(水曜日) 午後 14時00分～ 40名

５回 2021年12月17日(金曜日) 午前 10時00分～ 40名

６回 2021年12月17日(金曜日) 午後 14時00分～ 40名

７回 2022年 1月27日(木曜日) 午前 10時00分～ 40名

８回 2022年 1月27日(木曜日) 午後 14時00分～ 40名

９回 2022年 2月22日(火曜日) 午前 10時00分～ 40名

10回 2022年 2月22日(火曜日) 午後 14時00分～ 40名

11回 2022年 3月18日(金曜日) 午前 10時00分～ 40名

12回 2022年 3月18日(金曜日) 午後 14時00分～ 40名

　　午前の部　 9：30受付　10：00～12：30　講習座学

　　午後の部　13：30受付　14：00～16：30　講習座学

　　大阪ガス㈱ 人材開発センター

　　　大阪市淀川区三津屋北２丁目２２番７１号

　　　阪急神戸線　神崎川駅下車　徒歩１０分

　　　　※地図裏面参照

　　大阪ガス㈱　ネットワークカンパニー　経営企画部　簡易内管施工登録店運営係

　　　ＴＥＬ：０６－６２０２－５２６６

　　　受付時間：９：００～１７：３０（土、日、祝日除く）

22002222年年
  11月月  66日日((木木))

22002222年年
  22月月2255日日((金金))

開催時間

22002211年年
1100月月  66日日((水水))

22002211年年
1111月月  44日日((木木))

22002211年年
1111月月2244日日((水水))

22002222年年
  22月月  11日日((火火))

おお問問合合せせ先先

講講習習開開催催日日

講講習習時時間間

講講習習場場所所

施施工工認認定定者者 更更新新講講習習 開開催催日日

申申請請書書のの日日本本ガガスス協協会会更更新新講講

習習開開催催（（郵郵送送））日日ににはは開開催催日日

（（ままたたはは書書類類郵郵送送日日））ををおお書書

ききくくだだささいい。。

(1)更新講習料をお振込下さい。

　○更新講習料（（５５，，２２３３００円円／／人人））

　○振込先

　　・同封の払込用紙をご利用下さい。（郵便局または、銀行にてお振込下さい)

　○お振込時のお願い

　　・払込人氏名をご記入の際は、貴社の登録店番号(第Ｋ○○○○○○号）および貴社名と

　　　講習受講者名をご記入願います。

　　・お手数ですが、振込手数料は貴社にてご負担願います。

　※貴社内に複数人の更新対象者が所属している場合はまとめてお振込いただいて結構です。

(2)施工認定者講習受講申込書兼認定申請書(更新)をご提出下さい。

　○同封の「施工認定者講習受講申込書兼認定申請書（更新）」に必要事項をご記入いただき、

　　以下の書類を添付願います。

　　　①①最最新新((更更新新後後))のの簡簡易易内内管管施施工工士士資資格格証証写写しし＜日本ガス協会発行分＞

　　　②②更更新新講講習習料料払払込込証証明明書書((金金融融機機関関のの収収納納印印ののああるるもものの・・ココピピーー可可））を施工認定者講習

　　　　受講申込書兼認定申請書(更新)の裏面に貼付

　　　③③返返信信封封筒筒（桃色の封筒に受講票送付先の宛名を記入・８４円切手を貼付）

　○更新講習の受講日について

　　・更新講習の開催日は次頁のとおりです。（半日講習）

　　・申込書に受講希望日をご記入下さい。（第２希望まで記入可）

　　・定員がございますので、各回の締切後に無作為に抽出させていただきます。ご希望に添え

　　　ない場合もございますので、ご了承下さい。

　　・ご希望の日時で受付させていただいた場合は、ご希望日の１週間前までに受講票をお送り

　　　致します。

　　・受講日がご希望に添えない場合は、当社より日程調整のご連絡をさせていただきます。

　○申請書類の送付について

　　・同封の封筒（黄色の大きい封筒)をご利用下さい。

　※貴社内に複数人の更新対象者が所属している場合は一枚の申込書にまとめてご記入下さい。

　　なお、簡易内管施工士（日本ガス協会資格）の更新が済んでいる方と未だの方がいる場合で

　　当社更新講習のご希望日も異なる場合は、提出方法を当社運営係までお問合せ下さい。

最最終終申申込込締締切切日日ままででにに、、おお申申しし込込みみさされれなないい方方ににつついいててはは、、更更新新意意思思無無ししとと判判断断ささせせてていいたただだきき

まますすののででごご注注意意くくだだささいい。。

　　大阪ガス㈱　ネットワークカンパニー　経営企画部　簡易内管施工登録店運営係

　　　ＴＥＬ：０６－６２０２－５２６６

　　　受付時間：９：００～１７：３０（土、日、祝日除く）

おお問問合合せせ先先

更更新新ののおお手手続続きき方方法法

初初回回申申込込締締切切::22002211年年1100月月 66日日（（水水曜曜日日））
最最終終申申込込締締切切::22002222年年 22月月2255日日（（金金曜曜日日））
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