平成２９年５月１日 高圧ガス保安協会 東北支部

協 賛 会 会 員 各位

新年度が始まってひと月ほど経ち、みなさまの所でも今年度の事業が本格的に動き始めた頃ではないでし
ょうか。ＫＨＫでも 29 年度上期の講習会を４月下旬から 7 月にかけて次々と開催して参ります。また、先
日開催された協賛会運営審議会において、例年通り「技術交流会」を開催すること、また、その交流会の場
で高圧ガス保安に貢献した方々に対し協賛会長表彰を行うことなどの年間事業計画が決定されました。
今回の「杜の栞」では、これらの内容についてご案内しております。
「技術交流会」が盛大なものとなるよ
う、会員の皆さまには、積極的な表彰候補者の推薦をお願い致します。
また、先日経済産業省から公表された「スマート保安先行事例集」及び最近の高圧ガス保安法施行令、液
石法施行規則等の改正状況等についてもご紹介しておりますので、是非ご覧ください。
（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｡）
http://www.khk.or.jp/branch/siori_bac_num.html

去る４月 24 日（月）に仙台市内において、
運営審議会が開催されました。
お忙しい中、関東東北産業保安監督部東北支
部 伊藤保安課長にもご出席いただき、審議委
員１5 名のご出席(ほか委任状３)のもと平成２
8 年度の業務報告と会計報告並びに平成 29 年
が
度の業務計画、収支予算等についてご審議いた
だき、全ての審議議案についてご承認をいただ
きました。
なお、本年度は協賛会運営委員の改選の時期
で、今期運営委員の方々は、右表のとおりです。
第１回
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高圧ガス保安協会東北支部協賛会長 坂本 雅博
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関東東北産業保安監督部東北支部
保安課長
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（１）
【第１号議案】運営審議会委員の交代等について
（２）
【第２号議案】平成 28 年度 業務報告・収支決算について
（３）
【第３号議案】平成 29 年度 事業計画・収支予算について
①．事業計画
④．収支予算

②．協賛会会長表彰

③．第 29 回技術交流会

（４）その他
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当支部協賛会では、平成 13 年度から、高

◆ 表彰式は、来る７月１４日(金)に開催予定

圧ガス保安に貢献のあった優良事業所及び保

の「第２９回技術交流会」の中で実施しま

安功労者等の方々に対し、会長表彰を行って

す。

います。
表彰の種類は、①優良事業所(製造所、販

売業者、貯蔵所所有者、特定高圧ガス消費
者)、②保安功労者(高圧ガス関係の事業に
携わる事業所の社内及び社外に対して特に
功労のある個人)、③優良製造保安責任者
(製造保安責任者免状を有し高圧ガスに関
する経験が深く安全指導等に模範的な責任
者)、④優良輸送事業所等(輸送事業所、防
災事業所)です。

◆ 表彰の対象は、協賛会会員事業所等で
あって、いずれも過去 10 年以上事故（重
大なもの）の無いことが条件となります。
◆ この表彰の後は、関東東北産業保安監督部
東北支部長表彰、大臣表彰等にも繋がって
いく表彰ですので、ご理解のうえ積極的な
推薦をお願い致します。
是
◆ 推薦のお願い文書をお送りしますので、
非、会員の皆様からの多数の推薦をお待ち
しております（自薦・他薦を問いません）。
◆（問合先）高圧ガス保安協会 東北支部
℡ 022-268-7501

fax 022-211-0154

本「技術交流会」は、昭和 63 年から東北
支部協賛会が主催して開催してきました。
平成 23 年度は東日本大震災の影響もあり
開催が見送られたものの、これまで継続して
開催され、今回で 29 回目を迎えます。
概要は右記のとおり、第一部が協賛会長表
彰式、第二部として記念講演を予定していま
す。
記念講演では、
「ノンテクニカルスキル教育
で事故防止」と題し、化学工学会安全部会長
南川忠男 氏からお話いただくこととしてい
ます。
状況認識、コミュニケーション、リーダー
シップ、権威勾配の克服等ヒューマンファク
ターに係るエラーを防止し、安全を確保して
いくために、現場が持つべきスキル（ノンテ
クニカルスキル）についての興味深いお話が
うかがえるものと期待しています。
開催のご案内をお送りしますので、是非、
皆様多数のご参加をお待ちしています。
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経済産業省では、
「スマート保安」を産業保安
分野の重要政策の１つに取り上げていますが、
この度、経済産業省保安課において、石油精製、
化学業界等の６業界におけるスマート化投資を
行った 25 社の情報を「スマート保安先行事例
集」として、経済産業省のホームページに公表
しています。
25 社からの情報を基に、スマート保安の保
安面及び経済面のメリットを記載するととも
に、スマート保安を実施するために必要な成功
要因が分析・記載されています。
ご覧になりたい方は、下記アドレスにアクセス
してください。
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170
410002/20170410002.html

平成 29 年 2 月 11 日～3 月 12 日の間にパブ
リックコメントが実施されていました「液化石
油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する
法律施行規則等の一部改正について」について
は、平成 29 年 3 月 31 日付けで改正されまし

た。経済産業省のホームページにおいて、意見
募集の結果及び改正内容の詳細が紹介されてお
りますので、ご覧になりたい方は下記アドレス
にアクセスしてください。

¶パブリックコメント意見募集の結果（ｅ－Ｇｏｖ）
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595117020&Mode=2
¶改正内容の詳細
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/detail/ho
urei.html

平成 28 年 11 月 1 日に施行された、高圧ガ
ス保安法施行令、関係省令、告示、通達等の改
正による、規制対象の見直しや新冷媒の普及に
向けた規制見直しについて、新旧や施行文のほ

か解説やＱ＆Ａを掲載したページが経済産業省
のホームページに公開されています。ご覧にな
りたい方は下記アドレスにアクセスしてくださ
い。

【経済産業省 産業保安ウェブサイト 高圧ガス保安 おしらせ】
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas
/kisei/kisei-minaoshi.html
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平成 29 年度上期の実施スケジュールは次の
とおりです。
この講習は、法定義務講習ですので、受講漏
れのないようご注意ください。

「高圧ガス保安法」に基づく５年ごとの保安
係員等講習（義務講習）については、当支部
では毎年７月と翌年１月の２回実施していま
す。

▼ 申込み受付期間 ： Ｈ2９．5． ２２（月）～ ６．４（日）
（郵便振替による場合は６．２（金）まで）
▼ 申込みは、下記のインターネットからがお得で便利です。
http://www.khk.or.jp/denshi/jukou_annai.htm
▼ 講習日時：Ｈ２９．７．２０（木）
・２１（金）
▼ 講習場所：宮城県建設産業会館（仙台市青葉区支倉町２－４８ ）

去る４月２４日の運営審議会において、平成
２８年度の収支決算及び平成２９年度の収支
予算が承認されました。
これを受けて、協賛会事務局から、協賛会費
請求書をお送りします。
本年度の協賛会事業の円滑な実施に向け、よ
ろしくご協力をお願い申し上げます。
◆（連絡先）高圧ガス保安協会 東北支部 まで

→

℡ 022-268-7501

fax 022-211-0154

ご確認いただいたデータに
つきましては、高圧ガス保安
協会東北支部協賛会の会員名
簿として当支部でデータ管理
し、必要に応じて運営審議会
委員等に配布する場合がありますが、前記
の目的、用途以外で使用することはありま
せんので、ご協力をよろしくお願いします。

協賛会事務局では、会員への連絡、講習会、
出版物のご案内等に正確を期し円滑に情報
提供等のサービスを行うため、把握している
会員情報を定期的に確認させていただいて
います。
本年度についても、会員各位に確認票をお
送りしますので、ご確認のうえ、訂正のある
無しに関わらず、事務局までご回報くださる
ようお願いします。
◆（連絡先）高圧ガス保安協会 東北支部 まで

なお、協賛会規定により納入期限は５月
末日となっておりますので、大変申し訳ご
ざいませんが、納入遅れや重複納入のない
よう、お手続きをよろしくお願い申し上げ
ます。
やむを得ず納入が遅れる場合は、お手数
でも当支部へご一報ください。

→

℡ 022-268-7501

fax 022-211-0154

事務局から
今年のゴールデンウイークは曜日の並びが良く、
5/3～7 の 5 連休という方も多いのではないでし
ょうか。また、なかには有給休暇と併せて豪華に 9
連休を海外で過ごすという羨ましい方もいらっし
ゃるのでは…。
とはいえ、この時期どこへ出かけても人、ひと、
ヒト…。人混みが苦手な私としては、ゆっくりと部
屋で過ごすというのも大いに魅力的ではあるので
すが、お出かけ好きの家人がいるとそれもままなら

ず。
。
。いずれにせよ、連休明けに”休み呆け”で使い
ものにならない、なんてことのないよう、しっかり
リフレッシュ＆充電に心掛けたいと思っています。
みなさまも よい休日を。
（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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