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２０１２年（平成２４年）
の新年を迎えました。今年の
干支は、【辰(タツ)】年です。 
ものの本によると、「辰」

というのは、草木が盛んに成
長し形が整った状態を表す
とされています。 
皆様にとりまして、この 1

年が一層の成長と飛躍の年になることをお祈りい
たします。 
 東北支部では、会員の皆様を始め、関係の方々
のお役に立てるよう、支部事業の充実を図ってま

いります。 
 
お陰様で、支部情報誌「杜の栞」も第６１号を

数え、今後も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｡） 
 
http://www.khk.or.jp/branch/touhoku.html 

 

 

 

 
謹んで新

年のご挨拶
を申し上げ
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

りました事に対しまして厚く御礼申し上げます。 
 
さて、昨年のわが国の経済は年初には緩やか

な回復傾向にありましたが、３月１１日の東日
本大震災により一変して経済活動は大きく落ち
込みました。 
東北地域においても大震災により甚大な被害

を受けましたが、その後、道路、鉄道の復旧や
被災工場の操業再開も予想よりも早いスピード
で回復し、機械受注や自動車販売などは震災を 
 

 
 
上回る水準まで立ち直って来ており、経済活動
再開の動きが着実に持ち直している感が伺えま
す。本年度は復興特需等が本格化する中で引き
続き内需が牽引役になっていくことが見込まれ
ています。 
 このような中、高圧ガス業界においては残念
ながら事故の発生件数はここ数年高止まりの状
態が続いています。今後、東北の復興、復旧の
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を期待して
おります。 
 
 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、新年のご挨拶とさせていただ
きます。 
 

            

第６１号（新年号）   

年頭のご挨拶 山口支部長 

平成 24 年 1 月 

   高圧ガス保協会東北支部 支部長 山口 美紀生 

http://www.khk.or.jp/branch/touhoku.html
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来年度（平成２４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２４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/24
kousyuplan.pdf 

 
 

高圧ガス保安協会東北支部・協賛会の行事予定 
  

Ｈ２３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）  

２月２～３日 高圧ガス移動監視者（総合）講習【検定２／１６】 

２月１３～１５日 乙種機械講習（第２回）【検定２／２６】 

２月２２～２４日 丙種化学（特別）講習（第２回）【検定３／４】    

３月９日 平成２３年度 CE東北ブロック会議（於：仙台ガーデンパレス） 

３月１６日 講師懇談会（於：ホテルメトロポリタン仙台） 

３月１９日 「保安検査基準（KHKS0850）改正」説明会（於：宮城県建設産業会館） 

３月２３日 高圧ガス保安東北大会運営会議（於：ホテルメトロポリタン仙台） 

４月１８～２０日 甲種化学・甲種機械講習【検定５／２７】 

４月２６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１６～１８日 乙種化学・乙種機械講習（平成２４年度第１回）【検定６／１０】 

６月６日～８日 第一種販売講習【検定６／２２】 

６月２８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（平成２４年度第１回）【検定７／１】 

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２４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（平成２４年度第１回） 

８月３０～３１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】 

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４～５日 
ＣＥ受入側保安責任者講習 
(於:座学･検定４日：市内／現場実習：５日多賀城) 

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３０日(金) 第２６回高圧ガス保安東北大会（於: ホテルメトロポリタン仙台） 

２５年１月１７～１８日 一般高圧ガス保安係員講習（平成２４年度 第２回） 

Ｈ２５年２月７～８日 高圧ガス移動監視者（総合）講習【検定２／１４】 

Ｈ２５年２月１８～２０日 乙種機械講習（第２回）【検定３／３】 

Ｈ２５年２月２５～２７日 丙種化学（特別）講習（第２回）【検定３／１０】 

  
 

                     
※ 会議等の開催場所は予定です。 
※ 協賛会長表彰候補者：本会の会員であって、
原則として過去 10 年間無事故、法違反のない、         

保         
       

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。 

※ 来る７月１３日(金)の第 24 回技術交流会
の場にて表彰式を行います。他薦自薦を問い
ませんので、どしどし事務局までお問い合せ
ください。 

 
 
 
                                  

 

 
 

今後の東北支部実施 行事予定のご案内 

http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/24kousyuplan.pdf
http://www.khk.or.jp/branch/dl/touhoku/24kousyuplan.pdf
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▼ 昨年１１月１３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(木)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。 
● 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 18.7% 16.5% 27.8% 0.0% 25.0% 23.1% 16.7% 9.4% 

法令のみ受験 77.7% 83.3% 100.0 % 0.0% 100.0 % 50.0% 100.0 % 66.7% 

乙種機械 
全科目受験 17.6% 20.0% 39.1% 13.3% 9.9% 18.6% 9.1% 22.2% 

法令のみ受験 81.4% 87.1% 66.7% 100.0 % 90.9% 0.0% 100.0 % 80.0% 

丙種液石 
全科目受験 10.1% 5.6% 7.4% 1.3% 6.3% 6.0% 5.7% 7.4% 

法令のみ受験 96.4% 98.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.7% 

丙種特別 
全科目受験 15.9% 14.4% 14.3% 27.8% 20.0% 14.7% 9.5% 8.2% 

法令のみ受験 94.8% 96.6% 93.3% 100.0% 97.5% 100.0% 100.0% 95.1% 

二種冷凍 
全科目受験 14.6% 35.2% 14.3% 9.5% 12.7% 31.3% 27.8% 0.0% 

法令のみ受験 91.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

三種冷凍 
全科目受験 40.9% 34.7% 45.8% 31.4% 28.3% 37.2% 42.3% 35.5% 

法令のみ受験 92.1% 88.8% 86.7% 91.7% 83.3% 100.0% 100.0% 87.5% 

一種販売 
全科目受験 53.4% 46.7% 43.8% 68.4% 48.1% 58.8% 54.2% 26.5% 

法令のみ受験 99.2% 97.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 66.7% 

二種販売 
全科目受験 30.3% 21.8% 19.8% 25.0% 23.8% 17.4% 24.0% 22.3% 

法令のみ受験 91.4% 89.1% 88.4% 96.4% 86.7% 90.0% 88.9% 85.4% 

  

◆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 

 

 

 

 

 
 
●来る平成２４年３月１９日(月)仙台市にて上記説明

会を開催します。 
● 高圧ガス製造施設にかかる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、下記あてお問い合
せください。 

 
【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(11/13実施) 国家試験合否発表 

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
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平成 24 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たでしょうか? 

1 月も気が付いてみれば残り僅か。1 月 1
日付けで東北支部に出向となり、年明け早々、
千葉前事務局長から引継ぎを受ける間もな
く、賀詞交換会や保安係員講習などの行事に
追われ、やっと「杜の栞」発行に漕ぎ着けた
と言うのが実感です。 
千葉前事務局長は、パソコンを駆使して紙

面を充実させ、精力的に情報発信に努められ
てこられましたが、情報化に乗り遅れ気味の
この身には、紙面編集は難関が一杯。 
体裁はともかくとして、なんとか皆さまに

お役に立つ情報をタイムリーに発行できるよ
う努めて参りたいと思っています。 

 
 本誌「今後の東北支部実施行事予定のご案内」
でもご紹介したように、これから年度末にかけ講
習会や会議が目白押しですが、新人（ちょっと高
齢ですが・・・）にとっては、一つ一つが新しい
経験であり、事務局職員のサポートを頂きなが
ら、着実に進めていきたいと思っています。 
皆さまには、こうした事業を通じて、いろいろ

とお世話になる機会も多くなりますので、是非、
気軽にお声掛けいただき、叱咤激励していただけ
ればと思っています。 
もちろん、この「杜の栞」についても、どしど

しご意見・ご感想をお寄せいただきますよう、よ
ろしくお願いします。 

               （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 

事務局から 

 

mailto:tohoku@khk.or.jp

