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を迎える年となるかもしれません。 

いずれにせよ、時代に振り回されすぎることの

ないよう、時局を見極める確かな眼と多少の動乱

にも動じない堅固な基礎を備えることが必要な

ようです。 

 

このような中、私たち高圧ガスの世界も大きな

転機を迎えつつあります。IoT・ビックデータの

活用等による高度な保安管理への挑戦が始まり、

スーパー認定事業所制度も動き始めています。 

 

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３０年 1 月 

高圧ガス保安協会 東北支部 

        支部長 坂本 雅博 

    
                    

                           

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

平成３０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。 

昨年の酉（とり）年は「商売繁盛・収穫」の年と

言われるとおり、日本経済も概ね順調に景気拡大を

続けた 1 年ではなかったでしょうか。年初に 2 万

円に届いていなかった平均株価も年末には 2 万 3

千円前後にまで上昇するなど、明るい兆しも見えま

した。そのなかにあって、東北地区の景気も半導体

製造装置など生産用機械に使われる部品の受注増

等もあり、緩やかに回復を続けてきたという１年だ

ったと言えるようです。 

では、戊戌（ツチノエ・イヌ）となる 2018 年

はどのような年となるのでしょうか。 

戊（ツチノエ）は「植物の成長が絶頂期にある」

を意味し、戌（イヌ）は「万物の繁殖がすみ、勢い

を収めるとき」とされています。つまり、成長が絶

頂期の戊と、勢いを収める戌、物事の端と端の年で

あり、物事が両極端になる年と言われています。ま

た、同時に時代のニーズに大きな変化が現れ、新た

なステージに立つときともされており、大きな転機 

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。 

60 年前の戌（イヌ）年には、
今上天皇陛下が美智子皇后さま
とご婚約なさり、日本中がミッチ
ー・ブームで沸き返ったとのこと
です。そして奇しくも今年の暮れ
には眞子内親王がご結婚される

 

との吉報も。今年が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｡） 

http://www.khk.or.jp/branch/touhoku.html 

協 賛 会 会 員 各位 

   

http://www.khk.or.jp/branch/touhoku.html
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来年度（平成３０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、平成３０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。 
http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/30
kousyuplan.pdf  

高圧ガス保安協会東北支部・協賛会の行事予定 
  

Ｈ３０年１月１８～１９日 一般高圧ガス保安係員講習（H２９年度②）（於：宮城県建設産業会館） 

１月２５～２６日 高圧ガス移動監視者【検定２／９】（於：宮城県管工事会館） 

２月５～７日 乙種機械講習（H２９年度②）【検定２／２５】（於：宮城県建設産業会館） 

２月２０～２２日 丙種化学（特別）講習（H２９年度②）【検定３／４】（於：宮城県建設産業会館） 

３月２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９日 平成２９年度 CE東北ブロック会議（於：仙台ガーデンパレス） 

３月１５日 講師懇談会（於：ホテルJALシティ仙台） 

３月２０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１８～２０日 甲種化学・甲種機械講習(H３０年度①)【検定５／２７】（於：宮城県建設産業会館） 

４月２４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９～１１日 乙種化学・乙種機械講習(H３０年度①)【検定６／１０】（於：宮城県建設産業会館） 

６月５～７日 第一種販売講習【検定６／２２】（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１３～１５日 丙種化学（特別）講習(H３０年度①)【検定７／１】（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１３日 第３０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１９～２０日 一般高圧ガス保安係員講習（H３０年度①）（於：宮城県建設産業会館） 

８月２７～２８日 
特定高圧ガス取扱主任者(酸素･塩素・特殊高圧ガス)講習【検定９／１４】 

（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（書面申請は支部・電子申請は本部一括） 

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１１～１２日 
ＣＥ受入側保安責任者講習 
(於:座学･検定１１日：宮城県官工事会館／現場実習：１２日多賀城) 

   １０月２３～２９日 高圧ガス保安活動促進週間 

    １１月１１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３２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７日(金) 東北支部協賛会企画部会 

Ｈ３1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（総合）講習【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年度第②）【検定３／３】（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 

http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/30kousyuplan.pdf
http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/30kousyuplan.pdf
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▼ 昨年 11 月 12 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５日(金)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 26.4% 26.7% 44.4% 60.0% 27.8% 10.0% 0.0% 25.6% 

法令のみ受験 85.5% 75.0% 100.0 % 50.0% 71.4 % - % 100.0 % 83.3% 

乙種機械 
全科目受験 19.4% 11.3% 12.9% 0.0% 11.6% 4.3% 28.6% 12.1% 

法令のみ受験 86.2% 88.3% 88.2% 100.0 % 92.9% 100.0% 50.0 % 85.7% 

丙種液石 
全科目受験 14.6% 12.7% 16.0% 5.1% 19.4% 9.4% 13.1% 10.0% 

法令のみ受験 94.3% 92.5% 92.0% 93.8% 92.9% 83.3% 100.0% 88.9% 

丙種特別 
全科目受験 17.5% 12.4% 6.3% 17.6% 15.8% 11.1% 5.3% 13.6% 

法令のみ受験 94.2% 95.9% 88.9% 100.0% 96.7% 100.0% 88.9% 96.4% 

二種冷凍 
全科目受験 30.0% 18.1% 21.7% 23.8% 19.5% 25.0% 7.1% 7.7% 

法令のみ受験 86.9% 95.2% 100.0% 100.0% 88.2% 100.0% 100.0% 100.0% 

三種冷凍 
全科目受験 37.0% 33.5% 26.4% 34.8% 37.9% 33.3% 31.8% 31.0% 

法令のみ受験 85.1% 88.5% 75.0% 93.3% 91.7% 100.0% 85.7% 88.6% 

一種販売 
全科目受験 50.3% 44.5% 40.0% 37.5% 49.1% 37.5% 52.4% 43.2% 

法令のみ受験 94.6% 89.4% 100.0% 72.7% 95.5% 100.0% 66.7% 100.0% 

二種販売 
全科目受験 38.5% 32.3% 34.2% 42.0% 32.2% 25.8% 25.7% 31.7% 

法令のみ受験 95.1% 94.9% 94.6% 96.4% 97.7% 87.0% 96.7% 94.1% 

  

◆合否確認については以下のアドレスへ 

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 
http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/regal_examination/proce_centif_issue.html 

 

http://shiken.khk.or.jp/shiken.html
http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/regal_examination/proce_centif_issue.html
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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 H30.1.5～1.15 東北支部 

１月２５日(木)～１月２６日(金) 
宮城県管工事会館 

【検定日：２月９日（金）】 

乙種機械② 70 
H30.1.5～1.14 

（書面〆切 1.12) 
教育事業部 

２月５日(月)～２月７日（水) 
宮城県建設産業会館 

【検定日：２月２５日（日）】 

丙種化学 

【特別】② 
90 

H30.1.5～1.14 

（書面〆切 1.12) 
教育事業部 

２月２０日(火)～２月２２日(木) 
宮城県建設産業会館 

【検定日：３月４日（日）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

一方で、何事も最初が大切であることを説いたもの

であり、正月だからと浮かれて酒を飲んでばかりい

てはいけないと言う教訓もあるとのことです。（ぁ

あ、耳が痛い） 

とにかく、身を引き締めて頑張りたいと思いま

す。どうぞ今年もよろしくお願いします。（松本） 

今年の三が日は、広島→東京→仙台と毎日移動

していたため、あまりのんびりとお正月気分を満

喫することなく新年を迎えました。それでもお正

月飾りの装いの街や初詣の人で賑わう神社を目に

すると、「今年も（は？）がんばろう」と気持ちも

新たになります。 

「一年の計は元旦にあり」とはよく聞く言葉で

す。物事を達成するためにはきちんとした計画を

立てることの大切さを説いた言葉で、一年の計画

は元旦に立てよという意味で使われていますが、 

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 

「高圧ガス移動監視者講習」「乙種機械講習」

「丙種化学（特別）講習」「乙種機械講習」の申

込み受付が 1 月５日（金）から始まりました。 

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」については、東北支部へ

お問い合わせいただくか下記アドレスをご覧下さい。 

https://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/28_ido-ka

nshi.pdf 

「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。 

http://www.khk.or.jp/denshi/jukou_annai.htm 

 

前号の栞でもご案内したとおり、標記セミナーを東北地区でも開催します。 
是非、奮ってご参加下さい。 

１．日 時：平成３０年３月２日(金) 
 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３０年 2 月１６日(金)（定員：７０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 

http://www.khk.or.jp/seminars_events/s

eminars.html 

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/branch/dl/touhoku/28_ido-kanshi.pdf
https://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/28_ido-kanshi.pdf
http://www.khk.or.jp/denshi/jukou_annai.htm

