平成２８年７月 22 日

高圧ガス保安協会 東北支部

東北支部協賛会のメイン事業の一つである「第２８回技術交流会」が、去る７月１５日（金）に盛大に開催され、
東北地域の高圧ガス関係者が一堂に会しました。本号では、その模様を中心にご紹介させていただきます。
また、平成２８年度の高圧ガスの国家試験は来る１１月１３日(日)に全国一斉に実施されますが、いよいよ７月８
日(金)から受験案内書・願書の配布が始まり、また、インターネットでも高圧ガス保安協会のホームページで受験の
ご案内の掲載を開始しました。
本年度の受験をお考えの皆さまには、国家試験は年に一度の全国一斉の試験ですので、申し込み忘れのない
ようご注意下さい。本「杜の栞」の中でも、随時、国家試験情報を掲載して参ります。
http://www.khk.or.jp/branch/touhoku.html

● 去る７月１５日（金）、仙台ガーデンパレス
において「第２８回技術交流会」が開催され、
約１５０名の方々にご参加をいただき、お蔭
さまにて盛会のうちに幕を閉じることができ
ました。
当日は、当協会支部協賛会長表彰式が挙行
され、高圧ガス保安に不断の努力を重ねられ、
長年にわたり顕著な功績を挙げられた方、事
業所に対しまして、この「技術交流会」の場
において表彰させていただきました。

なお、この表彰は、高圧ガスによる災害防止に
貢献された保安功労者・事業所等を表彰すること
により保安意識の高揚を図り、もって高圧ガス保
安を推進することを目的に、平成１３年度から行
われているものです。
本年度は、以下の１事業所、６個人の方々が表
彰の栄に浴しました。
● 受賞おめでとうございました。今後の一層のご活
躍をお祈りするとともに、後進へのご指導をよろ
しくお願いいたします。

（第一部）

高圧ガス保安協会 東北支部協賛会表彰（受賞者）

平成２８年度 高圧ガス保安協会東北支部協賛会
会 長 表 彰 受 賞 者 一 覧
(敬称略・順不同)

優良製造所
国立研究開発法人
保安功労者
伊藤 武彦
渡部

博

宇宙航空研究開発機構
角田宇宙センター（西地区）

(宮城県)

〔カガク興商株式会社〕

(宮城県)

〔株式会社相場商店〕

(秋田県）
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高圧ガス保安協会 東北支部

優良製造保安責任者
馬渡
計
〔伊藤忠ｴﾈｸｽﾎｰﾑﾗｲﾌ東北株式会社 青森支店〕
（青森県）
苅田

丈士

〔国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構〕
（宮城県）

鈴木

武雄

〔東邦ｱｾﾁﾚﾝ株式会社生産・技術本部〕 （宮城県）

優良取扱主任者
穂積 良夫
〔信越半導体株式会社白河工場〕

開会の挨拶「東北支部協賛会会長 坂本

（福島県）

雅博」
技術交流会の会場風景

協賛会会長からの表彰状授与の模様
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高圧ガス保安協会 東北支部

ご祝辞 「保安監督部 伊藤東北支部長」様
ご祝辞 「高圧ガス保安協会 久本理事」様

「受賞者を囲んでの記念撮影」

（第二部）

講

演

▼ 演 題 「最近の高圧ガス事故の傾向及び
事故事例について」
講 師 高圧ガス協会高圧ガス部
保安業務課長兼事故調査課長 永井 秀行 氏

● この技術交流会では毎年恒例の講演ですが、事故の傾向や
事故事例からの教訓を活かし、高圧ガス事故の防止に繋げて
いくヒントを頂きました。
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高圧ガス保安協会 東北支部

記念講演
▼ 演 題 「ヒューマンエラーを予防するコミュニケーション技法」
講 師
対話法研究所 所長 浅野 良雄 氏
● また、第二部の記念講演では、対話法研究所の浅野

所長から、ヒューマンエラーを防止するコミュニケ
ーション技法についてのご講演を賜り、反応型応答
と確認型応答についての興味深いお話を伺うことが
できました。確認型応答の実践の継続がヒューマン
エラーを防止する上で重要な事とのお話は、高圧ガ
ス関連事業に携わる皆様にとっても、大いに参考と
なるものでした。

（第三部）

情報交流会・受賞祝賀会
乾杯のご発声は「保安監督部 兎澤企画調整官」

パーティ会場風景

中締めは「協賛会 佐々木企画部会長」

● 講演終了後に開催した「情報交流会・受賞祝賀会」では、
和やかに受賞者の皆様の労をねぎらいながら、楽しいひ
とときを過ごしました。
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平成２８年度高圧ガスの国家試験は来る１１月１３日(日)に全国一斉に実施されますが、７月８日(金)か
ら受験案内書・願書の配布を開始しました。また、インターネットでもご案内しておりますのでご利用下
さい。
国家試験は年に一度の全国一斉の試験ですので、申し込み忘れのないようご注意下さい。
● 協賛会会員の皆様には別途受験案内を１部お送りしておりますが、多数ご希望される場合は、最寄りの
各試験事務所に直接取りにいくか、郵送を希望されるときは、返信用封筒と切手（部数によって額が変わ
ります）を各試験事務所に郵送して下さい。

（受験申込み期間）
▼ 書面による場合：各県試験事務所(受験案内に同封のプリントを参照)
・平成２８年８月２２日(月)～９月２日(金)消印有効
▼ ＫＨＫホームページから電子申請する場合

・平成２７年８月２２日(月)～９月２日(金)17 時まで
こちらから（ http://www.khk.or.jp/ )

※ インターネットからの申込みは、手数料がお得（500 円
/程度）、願書入手や 24 時間申込みができますので、是非こ
ちらもご利 用ください。操作方法や入り方がわからない
ときは、当支部までお気軽にご連絡ください。
（照会先）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

「試験実施日・科目・時間割」
【実

施

日】

平成 28 年 11 月１３日(日)
【法
令】
9:30～10:30
【保安管理技術】
11:00～12:30
【学
識】
13:30～15:30
※ 試験開始の 30 分前に会場に
集合して下さい。

★ 各県の試験会場は、受験案内又は各事務所に確認してください。
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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
13 日（木）～14 日（金）の日程で実施するこ
ととしました。
詳細については、同封の講習実施案内をご覧
ください。

高圧ガス保安協会 東北支部

▼講習：平成 28 年 10 月 13 日（木）
【座学】
平成 28 年 10 月 14 日（金）
【実習】
▼検定：平成 28 年 10 月 13 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 28 年９月 12 日（月）～９月 23
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

● 今年度の「高圧ガス保安 関東東北産業保安
監督部東北支部長表彰」候補者推薦の案内が
ありました。
● 高圧ガス保安に顕著な功績をお持ちで、同表
彰にふさわしい事業所及び個人がおられま
したら、当支部までご連絡ください。
「同表彰推薦要領」及び「推薦書」をお送り
します。

● 表彰式；平成 2８年 11 月 2４日（木）
第３０回「高圧ガス保安東北大会」の場

● 表彰式会場；ホテルメトロポリタン仙台
（仙台市青葉区）

▼ 表彰の種類；
(1)優良製造所等
(2)優良販売業者等（販売業者、貯蔵所有者、特
定取扱者）
(3)保安功労者
(4) 優良製造保安責任者等（製造保安責任者、販
売主任者、取扱主任者、業務主任者）
(5) 優良輸送事業所等（輸送事業所、防災事業所）
▼ 推薦要領により条件を満たしている事業所、個
人
▼ 推薦書の提出期限；平成２８年８月１２日（金）
（支部必着でお願いします）

（自薦他薦問いませんので、皆様からの候補者の推薦を
お待ちしています。 詳しくは、当支部まで！）

事務局から
本号は、７月１５日に開催された技術交流会の様子を
中心にお届けしました。
改めて、受賞された皆様方へ心よりお祝い申し上げま
す。皆様方の豊富な知識と長年にわたるご経験を生かさ
れ、引き続き保安の第一線でご活躍いただくとともに後
進のご指導にご尽力くださいますようお願い申し上げ
ます。
また、後段の記事では「高圧ガス保安 関東東北産業
保安監督部東北支部長表彰」候補者の推薦案内について
もお知らせしております。同表彰にふさわしい事業所及
び個人の皆様がいらっしゃいましたらお知らせくださ
い。よろしくお願いします。
人事異動があり、佐藤前事務局長が退職し、後任とし
て松本一哉が７月１日付けで着任しております。前任の
佐藤同様にご指導のほどお願い申し上げます。

社会人生活 31 年目にして、初めての転勤・支部勤務、
初めての東北での生活、初めての単身赴任と、はじめて
の経験ばかりで戸惑うことも少なくありませんでした
が、仙台生活も 1 ヶ月が過ぎ、ようやく落ち着きはじ
めたところです。仕事も仙台の繁華街も(?)まだまだ覚
えなければならないことは多いのですが、皆様方のご指
導、ご支援を受けながら、一歩ずつ進めていきたいと思
っております。何卒どうぞよろしくお願いします。
なお、支部の近くにお越しの節は、是非、新事務局長
をひやかしに事務所へお寄りください。お待ちしており
ます。（松本）
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
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