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２０１１年（平成２３年）の新
年を迎えました。ことしの干支
は、【卯(ウサギ)】年です。十二
支の仲間でもある兎は、中国で
は長寿を象徴する動物であり、
縁起物として用いられています。 

また、うさぎは、知恵 
が働く動物ともされ、
その飛び跳ねる行動
から、知恵と行動力が
兼ね備えていると言
われています。 

皆様にとってこの 1 年が仕事や
勉強に積極的に励み、飛躍・躍
進の年に成ることをお祈りいた
します。 
 東北支部では、会員の皆様を
始め、関係の方々のお役に立て
る支部として卯年にあやかり、
ジャンプ出来ればと思っていま
す。お陰様で、支部情報誌「杜
の栞」第 50 号を乗り越えたと
ころですが、さらなる充実を図
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/branc
h/touhoku.html 

 

平成２３年度の新春を迎え謹
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
事に対しまして厚く御礼申し上
げます。お陰を持ちまして当支
部の活動を円滑に進めることが
できました。 
 さて、皆様もご存じの通り我
が国の経済は、急激な円高とデ
フレに見舞われ企業活動に深刻

な打撃を与えております。それ
に加え政治の世界も混乱が続き、
新政権もリーダーシップが発揮
できない状況です。東北経済に
おきましても、公共事業や民間
設備投資が低水準なことから内
需関連産業を中心に厳しい状況
が当面続くものと思われます。 

 

 

 

こうした中ですが、今年１月

には宮城県において完成自動車

の新工場が新たに生産を開始し、

一方念願のフル規格での東北新

幹線が新青森まで開通するなど

明るい話題もあります。更に、

東北楽天ゴールデンイーグルス

では星野新監督が誕生し、東北

を熱くすると宣言されておりま

すので一層の盛り上がりが期待

されます。 

 高圧ガスを巡る情勢をみます

と、高圧ガスはこれまで我が国

の産業の発展や国民生活の向上

に貢献してきましたが、反面、

事故と隣り合わせであったこと

も否めません。事故の状況をみ

ますと２０００年以降増加し、

歯止めがかかっていない状態で

す。 

この様な時こそ、基本に立ち返

り保安の確保を業界全体で推進

することが社会的な使命である

と改めて感じるところです。ま

た規制緩和の流れを逆行させな

いためにも各事業所におかれま

しては、『安全はすべてに優先す

る』という強い信念で設備点検

やソフト面の強化を確実に実行

頂くようお願い申し上げる次第

です。 

当支部におきましても、会員の

皆様の保安活動に貢献できるよ

う、より質の高いサービスに心

掛け、検査・講習会を始めとす

る事業を積極的に展開してまい

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

を一層強化してまいりますので

引き続きご協力賜わりますよう

宜しくお願い申し上げます。 

本年の皆様のますますのご発展

とご多幸を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２３年１月 
 

        高圧ガス保安協会 東北支部 支部長 石 川  潤
 

第５１号（新年号）  新年明けましておめでとうございます。 

年頭のご挨拶 石川支部長 

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


                    平成２３年１月１１日 高圧ガス保安協会 東北支部
 

                                「杜の栞」 第５１号 １ 

来年度（平成２３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。（前号に「平成

２３年度年間講習計画表」添付） 
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２３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/d

l/touhoku/23kousyuplan.pdf 
  

高高圧圧ガガスス保保安安協協会会東東北北支支部部・・協協賛賛会会のの行行事事予予定定  
  

Ｈ２３年１月２７～２８日 一般高圧ガス保安係員講習（平成２２年度第２回）  

２月３～４日 高圧ガス移動監視者（総合）講習【検定２／１７】 

２月８～１０日 乙種機械講習（第２回）【検定２／２７】 

２月１６～１８日 丙種化学（特別）講習（第２回）【検定３／６】    

２月２５日 「保安検査の事例紹介」説明会（於：宮城県建設産業会館） 

３月１１日 平成２２年度 CE東北ブロック会議（於：仙台ガーデンパレス） 

３月１８日 講師懇談会（於：江陽グランドホテル） 

３月２５日 高圧ガス保安東北大会運営会議（於：ホテルＭＰ仙台） 

４月２０～２２日 甲種化学・甲種機械講習【検定５／２９】 

４月２７日 東北支部協賛会企画部会・運営審議会（於：仙台ガーデンパレス） 

５月１８～２０日 乙種化学・乙種機械講習（平成２３年度第１回）【検定６／１２】 

６月８日～１０日 第一種販売講習【検定６／２４】 

６月２８日 協賛会会長表彰選考委員会（予定；会場未定） 

６月２１～２３日 丙種化学（特別）講習（平成２３年度第１回）【検定７／３】 

７月初旬 高圧ガス保安経済産業大臣表彰締め切り 

７月８日 第２４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１４～１５日 一般高圧ガス保安係員講習（平成２３年度第１回） 

９月１～２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９／１６】 

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６～７日 
ＣＥ受入側保安責任者講習 
(於:座学･検定６日：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１３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１８日(金) 第２５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２４～２５日 冷凍空調工事保安管理者講習（Ａ区部検定２５日） 

Ｈ２４年１月１９～２０日 一般高圧ガス保安係員講習（平成２３年度 第２回） 

Ｈ２４年２月２～３日 高圧ガス移動監視者（総合）講習【検定２／１６】 

Ｈ２４年２月１３～１５日 乙種機械講習（第２回）【検定２／２６】 

Ｈ２４年２月２２～２４日 丙種化学（特別）講習（第２回）【検定３／４】 
 
※ 会議等の開催場所は予定です。４月

以降ご確認下さい。 
※ 協賛会長表彰候補者：本会の会員 

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 ※ 来る７月８日(金)の第24回技術

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！！ 

 
 
●来る平成２３年２月２５日(金)

仙台市にて上記説明会を開催し
ます。 

● この説明会は、保安検査を受け
る側と実施する側のどちらにも

大変参考となる内容ですので、こ
の機会に是非説明会への参加を
お待ちしております。 

● なお、説明会に関する詳細は、
次ページ＆資料を再同封いた

します。迷っている方はご一報！ 
【問合先】 
高圧ガス保安協会東北支部 

022-268-7501 

Fax 022-211-0154 

平成２３年度 東北支部実施 年間行事予定のご案内 

「保安検査方法の事例紹介」説明会の開催(再ご案内!!) 

http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/23kousyuplan.pdf
http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/23kousyuplan.pdf
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▼ 昨年１１月１４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(水)
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。 

● 当協会のホームページ（下記
アドレス）をご覧下さい。な
お、支部事務所ビルのｴﾝﾄﾗﾝｽ
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。 

 
★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２８日(金)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。 
 

【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 28.5% 26.0% 44.0% 0.0% 22.7% 30.0% 43.8% 15.6% 

法令のみ受験 85.7% 90.5% - % 100.0% 83.3% 85.7% 100.0% 83.3% 

乙種機械 
全科目受験 18.4% 14.8% 25.6% 14.3% 10.8% 24.3% 0.0% 13.8% 

法令のみ受験 88.6% 75.4% 75.0% 100.0% 88.2% 100.0% 100.0% 88.9% 

丙種液石 
全科目受験 21.5% 17.3% 21.5% 9.1% 14.9% 32.0% 15.6% 10.9% 

法令のみ受験 97.7% 98.5% 100.0% 94.7% 100.0% 100.0% 100.0% 96.0% 

丙種特別 
全科目受験 27.0% 31.6% 30.0% 12.5% 34.4% 42.9% 46.2% 23.5% 

法令のみ受験 96.9% 92.4% 100.0% 90.9% 98.3% 75.0% 93.8% 96.6% 

二種冷凍 
全科目受験 34.2% 31.4% 29.3% 20.8% 40.0% 38.1% 28.6% 31.8% 

法令のみ受験 94.3% 97.7% 91.7% 100.0% 96.8% - % 100.0% 100.0% 

三種冷凍 
全科目受験 47.5% 41.8% 41.8% 40.6% 39.1% 44.4% 41.4% 43.2% 

法令のみ受験 92.0% 79.1% 90.3% 76.9% 79.4% 66.7% 61.5% 100.0% 

一種販売 
全科目受験 72.0% 60.2% 48.0% 50.0% 73.0% 50.0% 80.0% 60.0% 

法令のみ受験 99.3% 97.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.5% 

二種販売 
全科目受験 51.3% 44.1% 38.6% 42.9% 50.6% 45.9% 46.2% 40.3% 

法令のみ受験 88.3% 88.5% 83.1% 89.8% 96.9% 87.9% 85.5% 87.8% 

 ◆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 

平成２２年度(１１/１４実施) 国家試験合否発表 

 
 

【保安検査基準（一般則関係）に基づく｢保安検査方法の事例紹介｣説明会】（仙台会場） 
 

１． 日 時；平成２３年２月２５日(金) 
10:00～16:30 

２．場 所；「宮城県建設産業会館」 
仙台市青葉区支倉町 2-48（略図参照→） 
℡ 022-225-8851 

３．内 容；①保安検査の準備、②保安検査の事例 
③保安検査と事故等、④質疑応答 など 

４．申込〆切；平成 23 年 2 月 10 日(木)予定 
          ※定員に成り次第締切致します。 

５．参加費；10,000 円（本･支部会員）12,000 円（一般） 
（テキスト代込み） 

６．申込先；高圧ガス保安協会 東北支部 
  &照会先 Tel 022-268-7501 Fax 022-211-0154 

 
※ なお、本説明会は、他６会場にても開催予定です。 
  以下のアドレスからご覧になれます。 
 http://www.khk.or.jp/seminars_events/seminars/dl/hoankensa%20setsumei.pdf 
 

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/seminars_events/seminars/dl/hoankensa%20setsumei.pdf
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◆ 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１０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 

 

 

 
▼ 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１４
日までとなっています。申込み

を希望される方は、至急ご連絡
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；Ｈ２３．２．３～４ 
・ 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；Ｈ２３．２．１７(木) 

◆（申込先）高圧ガス保安協会 東北支部 

◆申込書はこちら → 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！） 

 乙種機械・丙種化学(特別)製造講習 （申込中！） 

◆（問合せ先）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１６日（書面は１４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２３年の新春を迎えま

したが、皆様お正月は如何お過ごしでしょうか? 

日本海側と東北北部の大雪がありましたが、反対

に、仙台では昨年のクリスマス寒波があっただけ

で、新年は穏やかな日が続きました。このまま平穏

な年を期待しつつも、卯年にあやかり、経済・景気

は更にジャンプアップの年になればと、思っていま

す･･･。 

さて、今年の「杜の栞」にも、何か”ピョン”と飛

躍した話題がないか！大きな”耳”を傾けて探して

いますが、なかなか見つからないというところで

す。皆様のご意見を是非こちらにお寄せ頂けました

ら幸いです。 

そこで、次号からの特集として、ここ仙台本町界 

事務局から 隈の昼食スポットなどをご紹介し、支部にお出掛の 

機会に、是非ご賝味して頂けましたら、と思っていま

す。もちろん事務局がしっかり味見をさせていただき、

リアル＆臨場感のあるレポート??をお届けしたいと思

っていますので、於う！ご期待ください。 

引き続き「杜の栞」をご愛読、ご支援いただきます

ようお願いをいたします。 

  

 

 

 

 
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；Ｈ２３．２．８～１０ 
・ 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；Ｈ２３．２．２７(日) 

 
 
【丙種化学（特別）】講習 
・ 講習日時；Ｈ２３．２．１６～１８ 
・ 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；Ｈ２３．３．６(日) 

 

 講習用テキストが改訂されました（注文受付中） 

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

