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第４２号（新年号） 新年明けましておめでとうございます。 

 ２０１０年（平成２２年）を迎えました。昨今の低調な経済状況の中ですが、皆様にとって良き年であることをお

祈りいたします。 

 当東北支部では、皆様にお役に立てる支部として、一同、気持ちを新たにしてそれぞれの事業に取り組んでま

いる所存です。また、今年で 6年目となる支部情報誌「杜の栞」のさらなる充実も図ってまいりたいと考えておりま

すので、ご支援、ご指導の程、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ので、是非こちらからもどうぞ｡） 

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

 

 
年頭のご挨拶 

石川支部長 

    「「信信頼頼さされれるる業業界界をを目目指指ししてて!!！！ 」」  

平成２２年の新春を迎え、謹んでお喜び申し上げます。 
旧年中は当支部の運営に対しまして格別のご支援とご協力 
を賜りました事に厚く御礼申し上げます。お陰を持ちまして当支部の活動
を円滑に進める事が出来ました。 
 

さて、昨今の日本経済は、１年前の衝撃的な金融危機、そしてそれから
始まった世界的な大丌況からやっと持ち直してきている状況ではありま
すが、政権交代による政策の転換や経済対策の先行き丌透明感など、さら
には株安・デフレ等の心配も重なり、まだまだ予断を許さない状況です。 
 

東北の状況を見ますと、景気の悪化は下げ止まったものの、従来から東
北の経済を牽引してきた各産業の回復力に力強さが見られず、消費や雇用
の面でも厳しい状況が続いております。一方では自動車関連産業の大型プ
ロジェクトの東北進出や半導体関連産業を中心として省エネや環境対策
事業への取り組み、東北新幹線の青森延伸など、新しい動きが見え、今後
に期待されるところです。 

こうした中、高圧ガス業界も同様に厳しい経
営環境にありますが、それにも増してここ数年
の高圧ガスの事故発生件数は歯止めがかかって
いない状況が続き、極めて憂慮される事態です。  
東北に新規事業が創出される時こそ基本に立ち
返り、保安の確保を業界全体で推進し、信頼さ
れる業界になる事こそ第一義であると改めて感
じているところです。 

また、規制緩和の流れを逆行させないために
も、保安に対する基本的な考え方『安全は全て
に優先する』という強い信念のもと、自主保安
体制を見直し、設備の再点検やソフト面の対策
強化など確実に実行するよう関係各位の更なる
ご努力をお願い申し上げる次第です。 

当協会・支部では『第２次アクションプラン』 

のもと皆様の保安活動に貢献する様、より質の
高いサービスに心がけると共に検査、講習会を
始めとする各事業を積極的に展開し保安活動
の推進に努めてまいる所存です。 

また、今後も高圧ガス関連企業並びに関係団
体の皆様との連携を一層強化して参りますの
で皆様には昨年に引き続きご協力を賜ります
よう宜しくお願い申し上げます。 
 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、新年のご挨拶とさせていた
だきます。 
 
 平成２２年１月 
  高圧ガス保安協会 東北支部 
        支部長 石 川  潤 

http://www.khk.or.jp/branch/touhoku.html
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高高圧圧ガガスス保保安安協協会会東東北北支支部部関関連連のの行行事事予予定定  

Ｈ２２年１月２１～２２日 一般高圧ガス保安係員講習（平成２１年度第２回）  
２月４～５日 高圧ガス移動監視者（総合）講習【検定２／１８】 
２月８～１０日 乙種機械講習（第２回）【検定２／２８】 
２月２２～２４日 丙種化学（特別）講習（第２回）【検定３／７】 

３月１２日 平成２１年度 CE東北ブロック会議 
３月１９日 講師懇談会 
３月２４日 高圧ガス保安東北大会運営会議 

４月２１～２３日 甲種化学・甲種機械講習【検定５／３０】 
４月２８日 東北支部協賛会企画部会・運営審議会 

５月１２～１４日 乙種化学・乙種機械講習（平成２２年度第１回）【検定６／１３】 
６月９日～１１日 第一種販売講習【検定６／２５】 

６月２４日 協賛会会長表彰選考委員会（予定） 
６月２１～２３日 丙種化学（特別）講習（平成２２年度第１回）【検定７／４】 

７月初旬 高圧ガス保安経済産業大臣表彰締め切り 
７月９日 第２３回 技術交流会（於: 仙台ガーデンパレス／予定） 

        ７月中旬～ 受験願書・ポスター配布 
７月１５～１６日 一般高圧ガス保安係員講習（平成２２年度第１回） 
８月２６～２７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９／１７】 

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 高圧ガス保安原子力安全・保安院長表彰締め切り 

   ９月中旬 高圧ガス保安活動促進週間ポスター発送 

１０月７～８日 
ＣＥ受入側保安責任者講習 
(於:座学･検定：市内／現場実習：多賀城) 

１０月下旬 法令セミナー（日本産業・医療ガス協会東北地域本部実施） 
   １０月２３～２９日 高圧ガス保安活動促進週間 
    １１月１４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１９日(金) 第２４回 高圧ガス保安東北大会（於: ホテルメトロポリタン仙台） 
１１月２５～２６日 冷凍空調工事保安管理者講習 

Ｈ２３年１月２７～２８日 一般高圧ガス保安係員講習（第２回） 
Ｈ２３年２月３～４日 高圧ガス移動監視者（総合）講習【検定２／１７】 
Ｈ２３年２月８～１０日 乙種機械講習（第２回）【検定２／２７】 
Ｈ２３年２月１６～１８日 丙種化学（特別）講習（第２回）【検定３／６】 

 平成２２年度 年間講習計画のご案内 

来年度（平成２２年４月～）の当支部が

開催する講習の年間計画が決まりました。 
 
なお、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。 

変更がありましたときは、その都度ご案

内をいたします。 

この平成２２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

/22_kousyuu_plan.pdf 

 

 平成２２年 東北支部関連の年間主要行事 

※ 協賛会長表彰候補者：本会の会員であって、過去

１０年間無事故、法違反のない製造・販売・取扱所・

貯蔵所、保安功労者、保安責任者等が対象となりま

す。７月９日の技術交流会の場にて表彰式行います。

他薦自薦を問いませんので、どしどし事務局まで 

推薦をあげてください。お待ちしております。 
 
（事務局／高圧ガス保安協会 東北支部） 

TEL022-268-7501  fax022-211-0154  

E-mail：tohoku@khk.or.jp 

http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/22_kousyuu_plan.pdf
http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/22_kousyuu_plan.pdf
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【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 23.5% 22.0% 13.0% 16.7% 22.7% 50.0% 25.0% 16.7% 

法令のみ受験 90.7% 92.3% 100.0% 80.0% 95.0% 50.0% 100.0% 100.0% 

乙種機械 
全科目受験 12.5% 10.4% 15.9% 5.9% 4.9% 9.1% 0.0% 15.5% 

法令のみ受験 91.0% 93.5% 85.0% 100.0% 96.2% 100.0% 100.0% 100.0% 

丙種液石 
全科目受験 17.4% 14.8% 8.8% 9.4% 18.6% 14.9% 11.9% 22.8% 

法令のみ受験 95.2% 98.3% 100.0% 93.3% 100.0% 100.0% 100.0% 96.3% 

丙種特別 
全科目受験 21.4% 23.7% 31.6% 9.1% 23.8% 16.7% 24.0% 22.4% 

法令のみ受験 90.3% 91.0% 95.7% 86.7% 88.5% 91.7% 100.0% 91.5% 

二種冷凍 
全科目受験 39.2% 37.8% 50.0% 51.9% 33.3% 30.8% 16.7% 38.2% 

法令のみ受験 90.0% 90.9% 88.9% 100.0% 87.1% 100.0% 100.0% 100.0% 

三種冷凍 
全科目受験 32.8% 30.9% 36.7% 27.7% 29.1% 38.3% 29.6% 28.2% 

法令のみ受験 89.6% 83.7% 86.7% 78.9% 80.0% 100.0% 92.9% 88.9% 

一種販売 
全科目受験 67.1% 65.9% 50.0% 66.7% 72.7% 75.0% 76.2% 56.4% 

法令のみ受験 98.3% 97.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% 

二種販売 
全科目受験 55.7% 48.8% 37.1% 58.3% 51.3% 51.8% 58.7% 43.6% 

法令のみ受験 94.3% 92.7% 90.9% 92.5% 93.5% 93.0% 95.8% 91.8% 

 ◆ 合否確認については以下のアドレスへ 

http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/regal_examination/ans_success_regal.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 
 
 

 

 

 

  ◆ 昨年の１２月以降に、高圧ガス製造、販売等の講習テキストが見直しされ、内容が変わりますので、

次回の講習の際には、新版をお求めください。 

また、「高圧ガス保安法規集」第９次改訂版が発刊されました。詳しくは、以下のアドレ

スをご参照してください。 

http://www.khk.or.jp/publications_library/publications/dl/text_annnai.pdf 

 平成２１年度(１１/８実施) 国家試験合否発表 

▼ 昨年１１月８日（日）に実施されまし

た高圧ガス関係資格試験（国家試験）の合

否発表は、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）について、１月５
日(火)に合格者の番号をＫＨＫホーム
ページに掲載しました。 

また、合否結果通知書は、各受験者あてに

東京試験センターより発送しております。 

 

▼ なお、大臣試験（甲種化学・機械、第一種

冷凍）につきましては、１月２７日(水)に合

格者の番号をＫＨＫホームページに掲載する

とともに、合否結果通知書を各受験者あてに

発送する予定です。 

● 当協会のホームページ（下記アドレス）を

ご覧下さい。なお、支部事務所前にも掲示し

ております。 

● 免状交付申請も下記アドレスからご確認ください。 

 講習用テキストが改訂されます（注文受付中） 

http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/regal_examination/ans_success_regal.html
http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/regal_examination/proce_centif_issue.html
http://www.khk.or.jp/publications_library/publications/dl/text_annnai.pdf
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◆ 申込みはこちら → http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/21_idou.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 高圧ガス移動監視者(総合) 講 習（申込中） 

▼ この講習は、高圧ガス（全種類）の移動

を監視する資格養成講習です。 

本講習の受付は、１月１５日までとなって

います。申込みを希望される方は、お急ぎく

ださい。申込み用紙をお送りします。 

※ 下記ホームページサイトから申込書をダウン
ロードされ、必要事項記載、写真を貼り郵送でも
結構です。(この場合でも連絡をお願いします。) 
 
・ 講習日時；Ｈ２２．２．４～５ 
・ 講習･検定会場；宮城県建設産業会館 

（仙台市青葉区支倉町 2-48） 
・ 検 定 日；Ｈ２２．２．１８(木) 
 

◆（申込先）高圧ガス保安協会 東北支部 

 乙種機械・丙種化学(特別)製造講習(申込中) 

◆（問合先）高圧ガス保安協会 東北支部 
022-268-7501 fax 022-211-0154 

▼ この講習は、高圧ガスの製造において、そ

の保安責任者となる資格養成講習です。 
 

本講習の受付は１月１７日（書面は１５日）

までとなっていますので、まだ申込みをさ

れていない方は、手続きを急いでください。 

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 

 

平成２２年の新春を迎えま

したが、如何お過ごしですか？暦では短いお休

みとなり物足りなく感じたのは私だけでしょう

か。 

 今年は「寅年」。寅の本来の読みは、”いん”(引･

伸)と云われて、「草木が伸び始める」状態を表

す解釈もあるようです。また、寅年は、勢いの

良い、勢いが付く等々「行動」起こすことが、

躍進に繋がると云われているようです。 

筆者には「ふうてんの寅さん」、「阪神タイガー

スの虎」をイメージしていまいます･･･ 

事務局から 
年頭の勢いといえば、 

6 日に恒例の行事「出初め 

式」がありました。 

新年の挨拶の途中に、寒 

中にも拘わらず、伝統的な 

躍動感に浸っていました。 

今年の「杜の栞」につき 

ましても、引き続きご支援 

・ご愛読をお願いいたします。 

  
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 

 

 
【乙種機械】講習 
・ 講習日時；Ｈ２２．２．８～１０ 
・ 講習･検定会場；宮城県建設産業会館 

（仙台市青葉区支倉町 2-48 ） 
・ 検 定 日；Ｈ２２．２．２８(日) 

 

 
【丙種化学（特別）】講習 
・ 講習日時；Ｈ２２．２．２２～２４ 
・ 講習場所；宮城県建設産業会館 

（仙台市青葉区支倉町 2-48 ） 
・ 検 定 日；Ｈ２２．３．７(日) 

 

http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/21_idou.pdf
http://www.khk.or.jp/denshi/jukou_annai.htm
mailto:tohoku@khk.or.jp

