平成３０年 9 月７日 高圧ガス保安協会 東北支部

協 賛 会 会 員 各位

今年度の高圧ガス製造保安責任者等試験の申し込みが、８月１７日～9 月５日の間に行われました。例年
と比べ申込期間が少し長くなったり、スマホからの申込も可能になったりと少しづつ便利になってきていま
す。正式な出願者数の発表はこれからですが、本年度も多くの皆様に申込みいただき、誠にありがとうござ
いました。試験日（11 月 11 日）まで約 2 ヶ月。宮城会場を担当する弊支部でも、これから会場の割付、
マニュアルの整備等準備作業が本格化して参ります。受験者の皆様もしっかりと受験準備をされ、当日を迎
えられますよう祈願しております。
既にご案内しておりますが、本号でも「法令セミナー開催」の紹介をしています。受験される皆様にとっ
ても理解を深めるとても良い機会なると思いますので、ご参加の検討をお願いします。
また、本号ではこれから秋に向け予定されている「保安活動促進週間」、
「保安全国大会」、
「保安東北大会」
等々の保安行事についてご案内していますのでご覧下さい。
（この「杜の栞」は、ＫＨＫホームページ（支部サイト：下記アドレス）からもご覧になれますので、こちらからもどうぞ｡）
～保 安 法 の重 要 なポイントを勉 強 したい方 々向 けの 1 日 セミナーです～
https://www.khk.or.jp/aboutus/branch/touhoku/siori_bac_num.html

● すでにご案内しておりますが、現在「高圧
ガス保安法令セミナー（宮城会場）」の受講
申込みを受付中です。
高圧ガス保安法令の知識を深めたい方、さ
らには高圧ガス製造保安責任者等国家試験
の受験を予定されている皆様方にとっては、
法令の重要なポイントを中心に理解を深め
て頂ける貴重な機会ですので、是非、受講を
ご検討ください。
● 申込・お問い合せは、下記まで。

 開催日時：10 月２日(火)10:00～16:30
 参 加 料：会員 9,300 円 一般 10,300 円
 会

場：宮城県建設産業会館
（仙台市青葉区支倉町 2-48）

 定

員：５0 名

 受付締切：平成３０年 9 月１８日（火）
（受付締切後でも会場に余裕がある場合には、追加受
付を行いますので、支部までお問合せ下さい。）

高圧ガス保安協会東北支部
022-268-7501 Fax 022-211-0154
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● 平成３０年度の「高圧ガス保安活動促進週間」が、今年も１０月２３日から始まります。
本年度は、皆様からのご要望にお応えし、皆様の事業活動に合うようポスターを２種類製作しました。
（会員の皆様には、左側のデザインのポスターを１部贈呈いたします。）是非、保安教育や保安に関する
活動などにお役立てください。
● また、今年度はポスターの他保安意識の高揚にも役立つセーフティシール、クリアファイル、クリーナーク

ロス等ポスターデザインをあしらった保安啓発用品をご用意しました。詳しくは同封のチラシをご覧下さい。

平成 30 年度「高圧ガス保安活動週間」
キャッチコピー入選作 発表
【会長賞】
◆一人一人の安全意識 高めてなくそう 危険の芽
（大陽日酸エンジニアリング㈱ 丸山 真 様）

◆気をつけて 危険が待ってる 「慣れた頃」
（㈱サイサン 川口真弘 様）

【入 選】
◆自主保安、小さな改善 大きな一歩 安心・安全
守ります
（東京ガスファーストエナジー㈱ 水野谷 剛 様）

多数のご応募ありがとうございました。

【佳 作】
◆高圧ガス 危険だ漏らすな見逃ガスな！
（日立化成㈱五井事業所 老田峻大 様）

◆点検は漏れなく、隈なく、抜かりなく。
（旭化成マイクロシステム㈱延岡事業所 古賀公多郎 様）
◆安全・安心・無災害 すべての主役はあなたです
（昭和四日市石油㈱四日市製油所 大石正博 様）

◆見逃さず 異変に気付く 現場力
（ファースト・ファシリティーズ千葉㈱ 小出典弘 様）

【団体協力賞】
㈱サイサン 様、大陽日酸エンジニアリング㈱ 様、昭和四
日市石油㈱四日市製油所 様、日立化成㈱五井事業所 様、
㈱トクヤマ 様、富士酸素㈱ 様、旭化成マイクロシステム
㈱延岡事業所 様、㈱関東高圧容器製作所 様、日本 CCS
調査㈱ 様、JXTG エネルギー㈱ 川崎製造所 様
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● 第５５回「高圧ガス保安全国大会」が、来る
１０月２６日（金）
、東京のＡＮＡインターコ
ンチネンタルホテル東京において開催されま
す。

● 大会は、
「経済産業大臣表彰・高圧ガス保安協
「変革の瞬間
会長表彰式」の他、技術講演に、
～赤字会社を世界№１に～」（谷田 大輔 氏
（㈱タニタ 前代表取締役社長/経営コンサル
「がん検診のすすめ～
タント））
、特別講演は、
早期にみつければがんは治る～」(土田 知宏
氏（がん研有明病院 健診センター センター長
/消化器内科 医長)）を行う予定です。是非ご
参加くださいますようご案内申し上げます。

● 第３２回「高圧ガス保安東北大会」を、来る１１月

日 時；１０月２６日（金）10:30～18:20
（技術講演：10:30～12:00）
（表 彰 式：13:00～15:00）
（特別講演：15:25～16:55）
（懇親パーティ：17:00～18:20）
場 所；ＡＮＡインターコンチネンタルホテル
（東京都港区赤坂 1-12-33）
申込先；高圧ガス保安協会総務部
〒105-8447
東京都港区虎ノ門 4-3-13
TEL 03-3436-6100 FAX 03-3436-5704
※詳しくは、KHK ホームページをご覧ください。
（ https://www.khk.or.jp/seminars_events/nati
onal_convention.html）

● 大会日時；平成３０年１１月 2２日（木）

２２日（木）、ホテルメトロポリタン仙台において

（第一部：表

開催します。（※詳細は、同封の案内書をご覧下さい。）

（第二部：記 念 講 演 14:30～16:00）

● 大会では「高圧ガス保安関東東北産業保安監督部東
北支部長表彰式」、「記念講演」、「懇親パーティ(受
賞祝賀会)」などを行う予定です。

彰

式 13:30～14:30）

（第三部：懇親パーティ 16:00～18:00）

● 大会会場；ホテルメトロポリタン仙台
（仙台市青葉区中央 1-1-1）

● 「記念講演」では、元プロ野球選手/スポーツコメン
テーター 山﨑 武司 氏をお招きし、
「リーダーの
心得～山﨑流リーダーシップとは～」と題し、ご講
演頂く予定です。多くに皆様のご参加をお待ちして
おります。
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●

例年１０月に実施しております「ＣＥ受入側
保安責任者講習」を、大陽日酸㈱多賀城事業所
の全面的なご協力をいただき、本年度も 10 月
1１日（木）～1２日（金）の日程で実施するこ
ととなりましたので、参加者を募集しています。

▼講習：平成３０年 10 月 1１日（木）
【座学】
平成３０年 10 月１２日（金）
【実習】
▼検定：平成３０年 10 月１１日（木）
▼講習会場：
【座学・検定】宮城県管工事会館
仙台市青葉区本町 3-5-22
【実習】大陽日酸(株)多賀城事業所
多賀城市宮内 2-3-2
▼受講料：協賛会会員：１８，５００円
一般
：２７，７００円
▼受講申込：平成３０年９月 1０日（月）
～９月 2１日（金）
【申込先】高圧ガス保安協会東北支部
022-268-7501 fax 022-211-015４

E-mail：tohoku@khk.or.jp

ＬＰガスタンクローリ事故防止委員会では、毎年
ＬＰガスタンクローリの一斉点検事業を実施して
います。この一斉点検は、全国の石油精製工場、輸
入基地等のＬＰガス積込事業所に入構するＬＰガ
スタンクローリに関して、その保安関係機材等の整
備状態について自主点検を実施することにより、Ｌ
Ｐガスタンクローリの所有者と特に乗務員への保
安の啓蒙を行い、もってＬＰガスタンクローリの運
行中の事故を未然に防止するための活動で、本年度
は 8 月 1 日から 9 月 15 日まで行われています。

まだ、自主点検がお済みでない関係者の皆様が
いらっしゃいましたら、至急下記事務局までお問
合せ下さい。
【お問合せ先】
タンクローリ事故防止委員会事務局
（ 高圧ガス部 保安業務課）
TEL.03-3436-6103
FAX. 03-3438-4163
【https://www.khk.or.jp/lpg_lorry_ac_prevent/】

休業のお知らせ
来る１０月１日(月)は、高圧ガス保安協会が民間法人化した日を記念した創立記念日にあたり、東
北支部も業務をお休みします。
皆様には何かとご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。

事務局から
9 月 1 日は「防災の日」
。全国各地で災害に備え、
様々な訓練や催しが行われたことと思います。
もとを辿ると、1923 年の同日に発生した関東大
震災にちなみ 1960 年に制定されたとのことで、
それまでは大震災の犠牲者の慰霊祭的行事が多か
ったが、これを契機に現在のような防災訓練を実施
する日と移っていったようです。また、9 月は台風
の襲来が多い月でもあり、それに対する備えを怠ら
ないようにとの戒めも込められているとのこと。
必ずしも対策を怠っているわけではないものの
毎年自然災害による被害が発生しています。特に今
年は大規模洪水、記録的猛暑、大型台風襲来、大規

模大地震の発生と例年以上に日本全国に大きな爪
痕を残しました。
『一人一人の安全意識 高めてなくそう 危険の
芽』今年の高圧ガス保安活動促進週間の標語のひと
つです。安全の意識だけで全てが解決できるわけで
はないですが、まずは安全意識を高めることが第一
歩ではないでしょうか。ご安全に。
（松本）
高圧ガス保安協会東北支部
TEL：022-268-7501
Fax：022-211-0154
E-mail：tohoku＠khk.or.jp
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