平成２２年７月１６日

高圧ガス保安協会 東北支部

第４６号
今年の東北の梅雨は、例年の肌寒い梅雨ではなく、連日、最高気温が 30 度以上の真夏日や 25 度以
上の夏日など、平年を上回る蒸し暑い梅雨となっているそうですが、既に「夏バテ」なんて方がいらっしゃるの
では？皆様は大丈夫でしょうか？
さて、そのような中、先週７月９日は「技術交流会」が開催されました。お陰様にて大勢の皆様に参加をい
ただき、無事に終了することができ、ご協力ご支援をいただきました皆様には大変感謝申しあげます。今月号
は、この交流会と協賛会長表彰の様子をお伝え致します。
また、8 月 23 日より受付が始まります、１１月１４日実施の平成２２年度「国家試験」の願書の配布が７月９
日から始まりました。詳細は、同封した試験案内書をご覧頂き、申込み遅れの無いようお願い致します。
（お知らせ） このたび、急遽支部事務所の移転が決まりました。早ければ９月末頃に移転する予定です。
移転により皆様にご迷惑をお掛けしないよう十分注意して進めて参りますで、宜しくお願い致します。
（本「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、是非こちらからもどうぞ｡）

http://www.khk.or.jp/branch/siori_bac_num.htm



平成２２年度

｢第 23 回 技術交流会｣ 開催！

● 先週７月９日（金）仙台ガーデンパレスにて
開催しました「技術交流会」に約１６０人の
大勢の方々のご参加をいただき、お蔭さまに
て盛大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、高圧ガス保安に丌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
においてを表彰させていただきました。

なお、この表彰制度は、平成１３年から高圧ガ
スによる災害防止に貢献された保安功労者等を表
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行われてお
ります。
今年度は、５事業所、３名の次の方々が受賞の
栄誉に浴しました。
● 受賞本当におめでとうございました。今後の一層
のご活躍と併せて後進へのご指導をよろしくお願
いいたします。

協賛会長表彰受賞おめでとうございます！

「杜の栞」

第４６号

1

平成２２年７月１６日

高圧ガス保安協会 東北支部

（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２２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
株式会社 大平洋ガスセンター
(青森県)
ソニー白石セミコンダクタ株式会社
(宮城県)
石油資源開発株式会社 秋田鉱業所 余目 LNG 基地
(山形県)
株式会社 ユミヤマ
(福島県)
優良販売業者
株式会社 田沼酸素商会
(宮城県)
保安功労者
佐藤
哲 〔カガク興商株式会社〕
（宮城県）
優良製造保安責任者
戸草内 文幸 〔関東自動車工業株式会社岩手工場〕 （岩手県）
後藤
郁雄 〔古川エヌ・デー・ケー株式会社〕 （宮城県）

開会の挨拶「東北支部協賛会会長 石川 潤」
「受賞者を囲んで記念撮影」

優良製造所

㈱大平洋ガスセンター 様

ソニー白石セミコンダクタ株式会社 様
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石油資源開発株式会社 秋田鉱業所 余目 LNG 基地 様

優良販売業者

株式会社 田沼酸素商会 様

優良製造保安責任者 戸草内 文幸 氏

高圧ガス保安協会 東北支部

株式会社 ユミヤマ 様

保安功労者 佐藤

後藤

哲 氏

郁雄 氏

ご祝辞「森本保安監督部
東北支部長」様

「伊藤 KHK 理事」様
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高圧ガス保安協会 東北支部

（第二部）

記念講演
▼ 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
高圧ガス協会情報調査部
事故調査課 課長代理
佐 野 尊 氏

● この技術交流会では、毎年恒例になりましたが、事故や
事故事例からの教訓を活かし、再発防止を！！

▼ 演 題 「トヨタ自動車における環境・エネルギー戦略と燃料電池自動車の現状と今後の展望」
講 師
トヨタ自動車㈱ ＦＣ開発部 大 仲
英 巳 氏
● また、第二部の記念講演では、トヨタ自動車のＦＣ開発

部大仲氏より、これからのエネルギーと自動車の方向に
ついて、ＥＶ・ＨＶ・燃料自動車の開発などについて、
詳しい説明がありました。皆様からも多くの質問もあり、
大変興味深い講演でした。あまり遠くない時代に未来の
くるまを想像されたと思いますが、皆さんはどんな感想
をお持ちになったでしょうか。

（第三部）

情報交流会・受賞祝賀会
● 講演終了後に開催しました「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
らいながら時間まで楽しくすごしました。

● 講受賞されました皆様方の喜びのコメントも
伺いました。

『受賞おめでとうございます！！』

中締挨拶「鈴木運営審議会企画部会長」
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高圧ガス保安協会 東北支部

特定取扱主任者講習の申込み
（液化酸素・液化塩素・特殊高圧ガス）

● 「高圧ガス保安法」に基づく“特定高圧ガ

● 講習科目

ス取扱主任者”の養成講習として、
「特定高
圧ガス取扱主任者講習」及び「技術検定」を
行います。
● 講習科目

 講習申込：８月 ２日（月）～８月１３日（金）

(1)高圧ガス保安法に係る法令
（以下｢法令｣という。
）

 講

８月２７日（金） 9:00～15:00
 検

(3)特定高圧ガス消費に必要な保安管理の技術
（以下｢保安管理技術｣という。
）

定：９月１７日（金）10:00～11:30

 受 講 料：１０，６００円（非課税）

(2)特定高圧ガス消費に必要な学識
（以下｢学識｣という。
）

習：８月２６日（木） 9:00～1６:00

（別途､テキスト・問題集等が必要です。
）
 講習会場：宮城県建設産業会館
（仙台市青葉区支倉町 2-48）TEL 022-225-8851
（詳細は、同封の講習「お知らせ」をご覧ください。
）

● 検定科目
前項の講習を法令３時間以上、学識・保安管
理技術８時間以上（２日間）受けた方に対し、
その講習に係る法令、学識及び保安管理技術に
ついて検定を実施します。
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【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

ＣＥ受入側保安責任者講習の申込み

● この講習は、移動式製造設備により高圧ガス
を貯槽（ＣＥ：コールドエバポレータ）又は容
器に受け入れる受入側事業所の「保安責任者」
養成講習です。

● 受け入れる事業所は、高圧ガスの製造又は消
費に関する１年以上の経験を有する者又は高
圧ガス保安協会が行う高圧ガスの取扱いに関
する講習の課程を修了した者を選任すること
が定められています。

● 今年度は、この講習を１０月７、８日に実施
することといたしましたのでご案内します。

● ＣＥからの受け入れ現場の見学
実習もありますので、多数の方
のご参加をお待ちしております。

 講習申込：９月６日（月）～９月１７日（金）
 講

習：１０月７日（木）講習（座学）
１０月８日（金）実習（大陽日酸㈱
多賀城ガスセンター）

 検

定：１０月７日（木）

 受 講 料：２７，７００円（一般：課税）
１８，５００円（会員：課税）
 座学講習会場：宮城県管工事会館
（仙台市青葉区本町 3-5-22）
 見学実習会場：大陽日酸㈱多賀城ガスセンター
(多賀城市宮内 2-3-2)
（詳細は、同封の講習「お知らせ」をご覧ください。
）

【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
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平成２２年度

高圧ガス保安協会 東北支部

国家試験受験願書の配布を開始！

平成２２年度高圧ガスの国家試験は来る１１月１４日(日)全国一斉に実施されますが、７月９日(金)から
願書を配布しております。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、申込み忘れのないようご注意下さい。
● 願書を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。

（同封の試験案内の別紙「受験願書の提出及び試験会場と担当する
試験の種類」に願書の請求方法を詳しく記載しています。）
電卓注意

（受験申し込み期間）
▼ 書面による場合：各県試験事務所
・平成２２年８月２３日(月)～９月３日(金)消印まで
▼ ＫＨＫホームページから電子申請する場合

・平成２２年８月２３日(月)～９月５日(日)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／１人）、
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
fax 022-211-0154
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022-268-7501

E-mail：tohoku@khk.or.jp

高圧ガス保安原子力安全・保安院長表彰推薦！

● 今年度の「高圧ガス保安原子力安全・保安院
長表彰」（従前の経済産業局長表彰）の推薦
の案内がありました。以下のスケジュールに
て行われますので、高圧ガス保安に顕著な功
績をお持ちで院長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２２年１１月１９日（金）
第２４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（販売主任者、業務主
任者、取扱者）
(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２２年８月１３日（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。 詳しい照会は当支部まで！）
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高圧ガス保安協会 東北支部

ＩＳＯ１４００１ 認証取得事業所のご紹介

◆◇ 去る平成２１年１２月、当協賛会会員がＫＨＫＩＳＯ審査センターにて
ＩＳＯ１４００１を認証登録されましたのでご紹介します。◇◆

◆ 東北エア・ウォーター 株式会社 様
・登 録 番 号：０９ＥＲ・７９１
・登録年月日：２００９／１２／１１
・事 業 所 名：東北エア・ウォーター株式会社
・所 在 地： 宮城県仙台市若林区卸町東一丁目１番３号
℡ 022-236-3030
・Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.awi.co.jp/
・適用規格：ＪＩＳ Ｑ１４００１/ＩＳＯ １４００１（2004/2004 年版）
・適用範囲：
１．液化酸素・液化窒素・液化アルゴン・液化炭酸の販売
２．圧縮酸素・圧縮窒素・圧縮アルゴン・その他高圧ガスの販売
３．医療機器・産業機器・福祉介護商品の販売
４．医療機器のメンテナンス
５．上記１～３に関連する商品の販売

東北エア・ウォーター株式会社
・ ２００９年１２月１１日に、ＩＳＯ１４００１の認証を取得しました。
・ 当社は、エア・ウォーターグループの東北地域事業会社です。
〖基本理念〗
空気と水、この大いなる自然をあずかるものとして、産業や暮
らしに一番いい形で製品をつくることと同時に、自然に一番い
い形のものづくりを考えたい。空気も水も、人々に役立ったあ
とは、そっと自然に戻ってもらう。清浄な根源の姿への回帰。
これが私達の未来への責任だと深く考えます。
自然界の摂理や生命の循環サイクルに立脚した企業へ、私達は
地球資源循環カンパニーを目指します。

認定書と山本代表取締役＆社員の皆様

「杜の栞」
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高圧ガス保安協会 東北支部

ＬＰガスタンクローリ保安対策事業！
ＬＰガスタンクロー
リの運行中の事故の
未然防止を図る目的
により、毎年実施して
いる「保安対策事業」
が今年もスタートし
ます。
対象は、全国で稼働している全てのＬＰ
ガスタンクローリ（バルクローリ含む）
です。

● 実施期間
平成２２年８月１日～９月１５日

●

整備丌良のタンクローリは、
H22.10.15 までに整備完了し基地
にて確認を受ける

● 対策事業の詳細は、
「ＬＰガスタンクロ
ーリ事故防止委員会事務局」
（高圧ガス保安協会高圧ガス部内）

 緊急お知らせ！！東北支部事務所移転予定！
支部事務所「移転」のお知らせ！！
大変急ですが、当支部は 9 月下旬頃「上杉ＮＳビル」
より「仙台本町ビル７Ｆ」へ移転する予定です。
詳細は、日程が決まり次第、追ってお知らせをします
が、移転場所は左図の通りです。
略図をご覧いただければおわかりのとおり、広瀬通り
と、東二番丁通りの交差点角、
「江陽グランドホテル」
の隣のビルに移転する予定です。
移転先は仙台駅からも近く、行政機関、銀行やお買い
物にも大変便利な場所ですので、お気軽にお立ち寄り
いただけると思いますので、お楽しみに!!

事務局から
お疲れ様です。今年は連日、蒸し暑い!!
そこで、今回は山形の涼しいお話･･
実は山形は、山形県民の皆様が良くご存じのとおり、2007
年の 8 月１6 日埼玉県の熊谷市(40.9℃)が最高気温を記録す
るまで、山形市(40.8℃)が日本で一番暑い県でした。
この時期、山形と言ったら、サクランボや庄内メロン、尾花沢
のスイカなどが有名ですが、実は暑いこの時期、日本一暑い気
温を記録した山形県ならではの、人気のものがあるんです!!
まず、一つは「冷やしラーメン」
冷やしラーメンと言っても「冷やし中華」ではありません。
見た目は全く普通のラーメン･･食べると冷たいラーメンです。
ただし、冷めたラーメンをイメージしたら間違いですよ!!
元祖は「栄屋本店」本来はお蕎麦屋なのに、今では年中食べる

ことのできる「冷やしラーメン」が主流になってしまったくら
い美味しいと評判のお店です。
二つ目の山形名物は「冷やしシャンプー」山形県内の理容店で
はメントール入りのシャンプーを冷蔵庨等で冷やしてお客様
に提供していて、最近ではワインクーラーや冷酒のグラスに入
れたり、かき氷などを使ったりと県内 400 のサロンでオリジ
ナルあふれる「冷やしシャンプー」を提供しているそうです。
今年の夏は、月山の夏スキーに行って、汗をかいたら「冷やし
シャンプー」ですっきり決めて、
「冷やしラーメン」を食べに
行く･･と言うのは如何ですか？
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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