平成２６年９月１日

高圧ガス保安協会 東北支部

全国各地で記録的な豪雨に見舞われた８月が終わり９月に入りましたが、これからは台風シーズンとなり、実りの秋
を控えその動きが気になるところです。天候だけはまさしく「天任せ」ですので、進路がそれてくれることを祈るのみです。
ところで、８月２５日から高圧ガス製造保安責任者等試験の願書受付が行われていますが、宮城会場の事務局
を担当する東北支部としては、受験希望者がどの程度の数になるか気になるところです。正式な出願者数がまとまり
ましたら「杜の栞」の中でもご紹介しますが、受験を予定している皆さんにとっては、これからいよいよ勉強に本腰を入れ
る時期となってきます。受験される皆様の頑張りにより、合格者数の大幅な伸びを期待したいところです。
一方、これから秋に向けて、協会事業として、「保安活動促進週間」、「保安全国大会」、「保安東北大会」、「国
家試験」等々が予定されており、事務局ではその準備に取りかかっています。
これらの動きを「杜の栞」でも順次ご紹介してまいりますので、是非、ご一読ください。
（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

● 平成２６年度の「高圧ガス保安活動促進週間」が、
今年も１０月２３日から始まります。
会員の皆様には、従前同様、右記のポスター1 部を
後日お送りする予定です。
是非、保安教育や保安に関する活動などにお役立
てください。
● なお、ポスターの追加を希望されるときは、本栞に
同封したリーフレット裏面の申込書により高圧ガス
保安協会教育事業部へ直接ご注文ください。
★お問い合せは、
KHK 教育事業部出版業務課【電話 03-3436-0352】まで
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高圧ガス保安協会 東北支部

● すでにご案内しておりますが、現在「高圧

 開催日時：10 月３日(金)10:00～16:30

ガス保安法令セミナー（宮城会場）
」の受講
申込みを受付中です。
高圧ガス保安法令の知識を深めたい方、さ
らには高圧ガス保安責任者試験の受験を予
定されている皆様方にとっては、法令の重要
なポイントを中心に理解を深めて頂ける貴
重な機会ですので、是非、受講をご検討くだ
さい。
● 受講を希望されます方は、本「杜の栞」に
同封した参加申込書により、お申し込みくだ
さい。
● お問い合せは、下記まで。

 参 加 料：会員 9,300 円 一般 10,300 円
 会

場：宮城県建設産業会館
（仙台市青葉区支倉町 2-48）

 定

員：80 名

 受付締切：平成 2６年 9 月１９日（金）

高圧ガス保安協会東北支部
022-268-7501 Fax 022-211-0154

平成 26 年度 LP ガスタンクローリ保安対策
事業が 8 月 1 日から 9 月 15 日まで行われて
います。
この期間内に全国の石油精製工場、輸入基地
及び中継基地等の LP ガス積込事業所に入構す
る全ての LP ガスタンクローリについて、保安
関係機材等の整備状態に関して自主点検を行う
こととしております。
● 事業の目的
ＬＰガスタンクローリーにおける保安関係
機材等の整備状態に関し、自主点検を実施す
ることにより、所有者及び運転者（移動監視
者）の保安啓蒙を推進し、もってＬＰガスタ
ンクローリの運行中の事故の未然防止を図
り、公共の安全を確保する。
● 実施期間
平成２６年８月１日～９月１５日
ただし、整備不良のタンクローリは平成
26 年 10 月 15 日までに整備を行い、基地
においてその整備の確認を受けるものとす
る。
● 対象
全国で稼働中のＬＰガスタンクローリ
（バルクローリも含む）
● 実施要領
平成２６年度ＬＰガスタンクローリ点検要
領により確認。

（点検・確認方法）
・所有者は、LP ガスタンクローリ事故防止委
員会の定める「点検要領」に基づき自主点検を
行い、
「点検票」に記入。
・所有者は、点検票の写しを保管（1 年間）す
るとともに、点検票原紙を確認基地等に提出し
確認を受ける。
・確認基地等は、点検票を元に整備状況を確認
し、結果が良好な場合には点検済ステッカーを
LP ガスタンクローリに貼付し、点検票原紙を
受理。

・整備不良が発見された場合には、確認基地等
は「確認票」を作成し、所有者に交付し「点検
票」を返却。所有者は不良箇所の整備を行い確
認基地等で整備の確認を受け、整備の完了を確
認した確認基地等は点検済ステッカーをタンク
ローリに貼付し「点検票」受理と「確認票」回
収を行う。
★お問い合せは、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 03-3436-6103）まで
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● 第２８回「高圧ガス保安東北大会」を、来る１１月
２１日（金）、ホテルメトロポリタン仙台において
開催します。
（※正式には、10 月上旬に文書でご案内予定）
● 大会では「高圧ガス保安関東東北産業保安監督部東
北支部長表彰式」、
「記念講演」、
「懇親パーティ(受賞
祝賀会)」などを行う予定です。
● 例年、話題の有名人・著名人をお招きしている「記
念講演」では、宮城県気仙沼市出身で、フリーアナ
ウンサーとしてテレビやラジオで幅広くご活躍さ
れている「生島 ヒロシ」さんをお迎えすることと
しておりますので、ご期待ください。

★生島

ヒロシさんのプロフィール★

● 第５１回「高圧ガス保安全国大会」が、来る
１０月２４日（金）
、東京のＡＮＡインターコ
ンチネンタルホテル東京において開催されま
す。
● 大会では、｢技術講演｣「経済産業大臣表彰・
高圧ガス保安協会長表彰式」
「特別講演」｢懇親
パーティ｣などが行われますので、是非ご参加
ください。
● 今回の技術講演では、千葉大学教授 後藤英
司氏から「植物工場－革新的植物生産システム
の最新動向」というテーマでお話しいただくほ
か、特別講演も予定されています。

高圧ガス保安協会 東北支部

● 大会日時；平成 2６年１１月 2１日（金）
（第一部：表彰式 13:30～14:30）
（第二部：記念講演 14:30～16:00）
（第三部：懇親パーティ：16:00～18:00）

● 大会会場；ホテルメトロポリタン仙台
（仙台市青葉区中央 1-1-1）

1950 年宮城県気仙沼市に生まれる。
1971 年単身渡米し、1975 年カリフォルニア
州立大学ロングビーチ校ジャーナリズム科卒
業。
1976 年 TBS 入社、ラジオ番組を振出しに、
アナウンサーとして活躍。1989 年独立。
その後、ファイナンシャルプランナー、防
災士、ヘルスケアアドバイザーの資格を取得
しているほか、東北福祉大学客員教授、みや
ぎ絆大使、みなと気仙沼大使など。
現在、TBS ラジオ系『生島ヒロシのおはよ
う一直線』等の番組出演、CM 出演、講演な
ど多方面で活躍中。
著書は『この一冊で！相続のことがまるご
とわかる本』
（大和書房）等多数。

日 時；１０月２４日（金）10:30～18:10
（技術講演：10:30～12:00）
（表 彰 式：13:00～14:45）
（特別講演：15:15～16:45）
（懇親パーティ：16:50～18:10）
場 所；ＡＮＡインターコンチネンタルホテル
（東京都港区赤坂 1-12-33）
申込先；高圧ガス保安協会総務部
〒105-8447
東京都港区虎ノ門 4-3-13
TEL 03-3436-6100 FAX 03-3436-5704
※詳しくは、KHK ホームページをご覧ください。
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● すでに「杜の栞」でもご案内している「Ｃ
Ｅ受入側保安責任者講習」
（10 月９日（木）
10 日（金）の２日間で実施）の受講申込を
受け付けています。
● 申込受付期間が 9 月 1６日（火）までとな
っていますので、受講をご希望の方は、早
めにお申し込みください。
● 講習案内は、KHK ホームページの東北支部
のページからもご覧いただけます。
こちらから http://www.khk.or.jp/branch/touhoku.html

●お問い合せは、下記まで。
高圧ガス保安協会東北支部
022-268-7501 Fax 022-211-0154

高圧ガス保安協会 東北支部

▼講習：平成２６年１０月９日（木）
【座学】
平成２６年１０月 10 日（金）
【実習】
▼検定：平成２５年 10 月９日（木）
▼会場：【座学・検定】宮城県管工事会館（仙台
市）
【実習】大陽日酸(株)多賀城事業所(多賀城
市)
▼受講申込期間：平成 2６年 9 月１日（月）
～１６日（火）
▼受講料：会員：18,500 円
一般：27,700 円

休業のお知らせ
来る１０月１日(水)は、高圧ガス保安協会が民間法人化した日を記念した創立記念日にあた
り、東北支部も業務をお休みします。
皆様には何かとご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解をいただきたくお願い
申し上げます。

事務局から
東北支部の職員は 4 名と少人数。そのため
業務に支障が出ないように夏休みもお盆の時
期に取る人、その時期を外して取る人となる
べくダブらないようにしています。
私は 7 月終わりから 8 月の初めにかけて早
めの夏休みをとり、中欧に旅行に出かけてき
ました。
行く先々で街並みや自然景観が世界遺産に
指定されており、何百年も前に作られた重厚
な石造りの教会や宮殿などを見ていると、歴
史の重さに圧倒されてしまいました。
また、それらを包むような自然景観もすば
らしく、特に印象に残ったのはオーストリア
の中央に位置するハルシュタットという街。
街そのものはごく小さなものですが、ハル
シュタット湖と周りの山々が織りなす景観の
すばらしさにただただ見とれてしまいまし
た。
帰国すると猛暑まっただなかで、時差ボケ
も相まってしばらくボーッとしていました。

9 月ともなると下期の行事が目白押し。
ここは気持ちを切り替えて、仕事に励むこ
とにします。
（佐藤）
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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