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栄・成長の礎を築くべき年」と言われています。

5 月には新天皇が即位され、新元号に改元されま

す。また、10 月には消費税率の変更も予定され

ており、まさに新たなルールやシステム作り、構

造改革などが一気に進む時なのかもしれません。 

このような中、私たち高圧ガスの世界もこの時

流に乗り遅れることのないよう日々努力を続け

ていくことが大切かと思います。 

 

当支部におきましても、皆様の保安活動に貢献

できますよう、より質の高いサービスに心がけ各

種活動を積極的に展開してまいる所存です。 

 また、今後とも高圧ガス関係企業及び関係機関

との連携を一層強化してまいりますので、引き続

きご協力賜わりますようお願い申しあげます。 

  

本年の皆様の益々のご発展とご多幸をご祈念

申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきま

す。 

 

平成３１年 1 月 

高圧ガス保安協会 東北支部 

        支部長 日向野 正行 

    
                    

                           

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成３１年の新春を迎え、謹

んでお慶び申し上げます。 

 

旧年中は、当支部運営に対

しまして格別のご支援とご協

力を賜わり、厚く御礼申し上

げます。 

振り返ってみますと、その年の世相を漢字一字で表

す「今年の漢字」に『災』が選ばれましたが、1 月

の豪雪災害に始まり、島根県西部地震（4 月）、大

阪府北部地震（6 月）、北海道胆振東部地震（9 月）

と立て続けの大きな地震による災害、更に西日本豪

雨（7 月）、台風 21 号（9 月）による災害とまさ

に災いの多い一年となりました。さいわい、これら

の災害に伴う大きな高圧ガスの事故は起きていま

せんが、改めて防災対策の重要性を認識させられま

した。 

一方、東北地区に目を向けてみると、平昌五輪での

羽生結弦選手の金メダル獲得（2 月）、甲子園での

金足農旋風（準優勝、8 月）、大谷翔平選手のメジ

ャー新人王獲得（11 月）等東北ゆかりのスポーツ

選手の活躍が目立った一年でした。 

では、2019 年はどのような年となるのでしょう

か。イノシシ（亥）年は、「様々な社会問題が発生

する中で、古い制度や枠組を改変し、安定した繁 

年頭のご挨拶 

 

 

あけましておめでとうござい
ます。 

皆様方におかれましては、よき
新春をお迎えのことと、お喜び申
し上げます。 

今年はイノシシ（亥）年。古く
から猪の肉は万病に効果がある
とされ、万病予防として食されて
きたことから、「亥年は無病息災
の年」とも言われているそうで
す。今年一年が健康で明るい話題 

に満ちた一年となることを期待したいと思いま
す。 
 さて、東北支部では、協賛会員の皆様を始め、
関係の方々のお役に立てるよう、タイムリーな情
報提供を始めとする支部事業の充実に努めてま
いります。支部情報誌「杜の栞」では、今後も一
層の充実を図ってまいりたいと考えております
ので、ご支援、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申
し上げます。（ＫＨＫホームページの「支部から
のお知らせ」からもご覧になれます｡） 

 

協 賛 会 会 員 各位 

   

https://www.khk.or.jp/aboutus/branch/touhoku/ 

 

 

https://www.khk.or.jp/aboutus/branch/touhoku/
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来年度（2019 年４月～）の当支部が実施する 
行事の年間計画が決まりましたので、本年度第４

四半期の予定も含めてお知らせします。 
講習については、会場や講師の都合から、スケジ

ュールの変更が生じる場合がありますので、受講の 

際には、ご確認をお願いします。 
なお、2019 年度年間講習計画は、以下のホーム

ページからもご覧になれます。 
https://www.khk.or.jp/aboutus/branch/touh
oku/ 

高圧ガス保安協会東北支部・協賛会の行事予定 
  

２０１９年１月１７～１８日 一般高圧ガス保安係員講習（H３０年度②）（於：宮城県建設産業会館） 

１月２３～２４日 高圧ガス移動監視者【検定２／８】（於：宮城県管工事会館） 

２月５～７日 乙種機械講習（H３０年度②）【検定２／２４】（於：宮城県建設産業会館） 

２月１９～２１日 丙種化学（特別）講習（H３０年度②）【検定３／３】（於：宮城県建設産業会館） 

２月２８日 保安検査のポイントと事例紹介セミナー（於：宮城県建設産業会館） 

３月８日 平成３０年度 CE東北ブロック会議（於：仙台ガーデンパレス） 

３月１３日 講師懇談会（於：ホテルJALシティ仙台） 

３月２９日 高圧ガス保安東北大会運営会議（於：ホテルJALシティ仙台） 

４月１７～１９日 甲種化学・甲種機械講習(2019年度①)【検定５／２6】（於：宮城県建設産業会館） 

４月２３日 東北支部協賛会運営審議会（於：仙台ガーデンパレス） 

５月１５～１７日 乙種化学・乙種機械講習(2019年度①)【検定６／９】（於：宮城県建設産業会館） 

６月４～６日 第一種販売講習【検定６／２１】（於：宮城県管工事会館） 

６月１８日 協賛会会長表彰選考委員会（於：ホテルメトロポリタン仙台） 

６月１２～１４日 丙種化学（特別）講習(2019年度①)【検定６／３０】（於：宮城県建設産業会館） 

７月初旬 高圧ガス保安経済産業大臣表彰締め切り 

７月１２日 第３１回 技術交流会（於: 仙台ガーデンパレス） 

        ７月中旬～ 受験願書・ポスター配布 

７月１８～１９日 一般高圧ガス保安係員講習（2019年度①）（於：宮城県建設産業会館） 

８月２６～２７日 
特定高圧ガス取扱主任者(酸素・特殊高圧ガス)講習【検定９／１３】 

（於：宮城県建設産業会館） 
８月下旬～９月初旬 国家試験申込み受付（書面申請/電子申請） 

８月下旬 高圧ガス保安関東東北産業保安監督部東北支部長表彰締め切り 

   ９月中旬 高圧ガス保安活動促進週間ポスター発送 

１０月１０～１１日 
ＣＥ受入側保安責任者講習 
(於:座学･検定１０日：宮城県管工事会館／現場実習：１１日多賀城) 

   １０月２３～２９日 高圧ガス保安活動促進週間 

    １１月１０日(日)      高圧ガス関係国家試験（東北六県各試験会場にて実施） 

１１月２２日 第３３回高圧ガス保安東北大会（於: ホテルメトロポリタン仙台） 

１２月６日 東北支部協賛会企画部会 

２０２０年１月１６～１７日 一般高圧ガス保安係員講習（2019年度②）（於：宮城県建設産業会館） 

１月２２～２３日 高圧ガス移動監視者（総合）講習【検定２／７】（於：宮城県管工事会館） 

２月４～６日 乙種機械講習（2019年度②）【検定２／２３】（於：宮城県建設産業会館） 

２月１８～２０日 丙種化学（特別）講習（２０１９年度第②）【検定３／１】（於：宮城県建設産業会館） 

           ※ 会議等の開催場所は予定です。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

★東北支部協賛会会長表彰のご案内★ 

KHK 東北支部協賛会では、会員の中から毎年、高圧ガス

保安に関し功績のあった事業所、個人に対して「協賛会会

長表彰」を行っています。 

この表彰を受けると、功績等に応じ産業保安監督部東北

支部長表彰等の上位表彰の受賞にも繋がっていきます。 

５月に会員の皆様宛に文書で候補者の推薦をお願いする

予定です（自薦・他薦を問いません）。 

詳しくは、東北支部事務局までお問い合わせください。 

 

表彰対象（区分）    

優良製造所 

優良販売業者 

保安功労者 

優良製造保安責任者等 

優良輸送事業所等 

https://www.khk.or.jp/aboutus/branch/touhoku/
https://www.khk.or.jp/aboutus/branch/touhoku/
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▼ 昨年 11 月 11 日（日）に実施された高圧ガス関
係資格試験（国家試験）のうち、知事試験（乙種
化学・機械、丙種化学液石・特別、第二種・第三
種冷凍、第一種・第二種販売等）の合否結果（合
格者受験番号）が、１月７日(月)にＫＨＫホームペ
ージに掲載されました。 

▼また、合否結果通知書は、各受験者あてにＫＨＫ

試験センターより発送されています。 
● 当協会のホームページ（下記アドレス）をご覧下

さい。 
● 免状交付申請も下記アドレスからご確認くださ

い。 
 

 
 

 

 

【知事試験の結果（合格率）】 

種 類 ・ 区 分  地 域 全 国 東北(平均) 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島 

乙種化学 
全科目受験 27.9% 27.0% 20.0% 33.3% 13.8% 33.3% 33.3% 37.9% 

法令のみ受験 74.5% 67.6% 100.0% 50.0% 58.8% 100.0% 100.7% 72.7% 

乙種機械 
全科目受験 22.4% 22.5% 34.6% 21.7% 17.8% 17.6% 23.5% 27.5% 

法令のみ受験 75.9% 93.3% 84.6% 100.0 % 94.7% - % 100.0% 100.0% 

丙種液石 
全科目受験 9.1% 7.9% 10.0% 6.5% 12.2% 2.9% 3.3% 9.1% 

法令のみ受験 96.1% 94.2% 85.7% 93.8% 95.2% 90.0% 95.0% 100.0% 

丙種特別 
全科目受験 19.7% 14.6% 15.4% 4.8% 21.1% 13.3% 8.7% 15.9% 

法令のみ受験 94.3% 94.0% 84.6% 91.3% 95.2% 92.3% 90.0% 100.0% 

二種冷凍 
全科目受験 33.0% 32.2% 21.4% 37.5% 34.3% 42.9% 20.0% 40.9% 

法令のみ受験 84.4% 82.9% 76.9% 75.0% 88.9% 50.0% - % 100.0% 

三種冷凍 
全科目受験 39.8% 36.8% 33.9% 40.9% 38.1% 46.2% 34.9% 32.4% 

法令のみ受験 85.0% 80.0% 71.4% 75.0% 75.8% 60.0% 100.0% 95.0% 

一種販売 
全科目受験 49.7% 42.3% 36.8% 40.0% 46.4% 58.3% 50.0% 32.4% 

法令のみ受験 93.9% 84.6% 50.0% 83.3% 84.2% 100.0% 75.0% 89.5% 

二種販売 
全科目受験 35.0% 26.1% 22.0% 40.9% 28.0% 20.8% 20.5% 25.5% 

法令のみ受験 88.8% 88.7% 85.0% 90.0% 90.0% 89.2% 92.3% 86.6% 

  

◆合否確認については以下のアドレスへ（スマートフォン用の QR コードはこちら⇒） 

http://shiken.khk.or.jp/shiken.html 
 

 ◆免状の交付申請については以下のアドレスへ 

https://www.khk.or.jp/qualification/national_qualification/ 
 
 
 

http://shiken.khk.or.jp/shiken.html
https://www.khk.or.jp/qualification/national_qualification/
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講習の種類 
定 

員 

申込受付 

期   間 

受付 

窓口 

講習実施日 

【検定日】 
講習会場 

高圧ガス 

移動監視者 
90 

 

東北支部 
１月２３日(水)～１月２４日(木) 

宮城県管工事会館 
【検定日：２月８日（金）】 

乙種機械② 70 
2019.1.7～1.16 

（書面〆切 1.15) 
教育事業部 

２月５日(火)～２月７日（木) 
宮城県建設産業会館 

【検定日：２月２４日（日）】 

丙種化学 

【特別】② 
７0 

2019.1.7～1.16 

（書面〆切 1.15) 
教育事業部 

２月１９日(火)～２月２１日(木) 
宮城県建設産業会館 

【検定日：３月３日（日）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

お詣りを済ませ、引いたおみくじは「大吉」と、新

年早々縁起の良い知らせににっこり。（これで今年

の運を使い果たしたというオチがないよう……） 

いずれにせよ、新年を迎え気持ち新たに仕事に取

り組みますので、どうぞ今年も東北支部をよろしく

お願い申し上げます。（松本） 

今年のお正月は帰省を見送り、3 が日を東京の

自宅で過ごしたため、ゆっくりとお正月を過ごす

ことができ、また、全国規模では大寒波の襲来予

報も出されていましたが、関東地区は好天気が続

き、とても穏やかな新春を迎えることができまし

た。 

例年、地元の大師へ初詣に出掛けるのですが、

好天気ということもあり大変な賑わいで、境内に

続く参道にも人が溢れ、猪突猛進など望むべくな

く牛歩ごとく一歩づつ前進。それでもなんとか 

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 

「乙種機械講習」「丙種化学（特別）講習」の

申込み受付が 1 月７日（月）から始まっていま

す。本年度最後の講習となりますので、受講を希

望される方は、忘れずにお申し込みください。 

なお、 受講料には講習に使用するテキスト代

は含まれておりませんので、受講申込と一緒に申

し込んでください。 

（お申し込み） 

§「高圧ガス移動監視者講習」の追加受付の可否につ

いては東北支部へ直接お問い合わせください。 

（☎ 022-268-7501） 

§「乙種機械講習」「丙種化学（特別）講習」について

は、下記アドレスへアクセスください。 

https://www.khk.or.jp/qualification/course

_information/ 

～現場の見る目が変わります～ 
（詳しくは同封のチラシをご覧下さい。） 

１．日 時：平成３１年２月２８日(木) 
 10:00～16:00 

２．場 所：「宮城県建設産業会館」 
仙台市青葉区支倉町２－４８ 

３．内 容： 
保安検査を担当した県の元高圧ガス担当

者が講師となり、保安検査基準 (KHKS 
0850)に基づき保安検査の受検又は実施に
あたり､基本となる事項､ポイント､過去事
例等を交えながら、今後の保安検査に役立
てるよう、分かりやすく解説します。 

４．申込〆切： 
平成３１年 2 月１４日(木)（定員：４５名） 

５．参加費（テキスト代込み）： 
10,300 円（本部会員･支部会員） 
12,300 円（一般） 

６．申込先&照会先： 
高圧ガス保安協会 東北支部 

Tel 022-268-7501 
Fax 022-211-0154 

https://www.khk.or.jp/seminars_events/ 

事務局から 

 申込受付期間終了後でも、会場に余裕があれば追加受付が可能な場合もありますので、東北支部までお問い合わせ下さい。 

https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/
https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/
https://www.khk.or.jp/seminars_events/

