平成２４年７月１８日

高圧ガス保安協会 東北支部

昨年度は、「東日本大震災」の影響もあり、協賛会事業も大きな制約を受け、協賛会長表彰の見送りや｢技術交
流会｣の中止等を余儀なくされ、また、東北支部実施の講習についても、規模縮小や実施を見送らざるを得ないも
のもありました。
しかし、本年度に入り協賛会事業も本来の姿に戻りつつあり、今月は、「第２４回技術交流会」が盛大に開催さ
れ、東北地域の高圧ガス関係者が一堂に会しました。本号では、その模様をご紹介させていただきます。
一方、平成２４年度の高圧ガスの国家試験は来る１１月１１日(日)全国一斉に実施されますが、いよいよ７月６日
(金)から願書の配布が始まり、また、インターネットでも高圧ガス保安協会のホームページで受験のご案内の掲載を
開始しました。
本年度、受験をお考えの皆さまには、国家試験は年に一度の全国一斉の試験ですので、申し込み忘れのないよ
うご注意下さい。本「杜の栞」の中でも、随時、国家試験情報を掲載して参ります。
http://www.khk.or.jp/branch/touhoku.html

● 去る７月１３日（金）、仙台ガーデンパレス
において「第２４回技術交流会」が開催され、
約１３０名の方々にご参加をいただき、お蔭
さまにて盛会のうち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、高圧ガス保安に不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、この表彰は、高圧ガスによる災害防止に
貢献された保安功労者・事業所等を表彰すること
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、平成１３年度から行
われているものです。
本年度は、１事業所、５名の次の方々が表彰の
栄に浴しました。
● 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。

（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２４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 秋田新電元 飛鳥工場
保安功労者
中市
寛彦
佐藤
宣明

〔東邦アセチレン株式会社〕
〔株式会社相場商店〕

(秋田県)

（宮城県）
(秋田県)
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高圧ガス保安協会 東北支部

優良製造保安責任者
佐々木 正人 〔秋田液酸工業株式会社〕

（秋田県）

優良販売主任者
栗橋
健治 〔大陽日酸株式会社〕
村上
晃也 〔岩手工業株式会社〕

（青森県）
（岩手県）

開会の挨拶「東北支部協賛会会長 山口 美紀生」

「受賞を待つ皆さま」

優良製造保安責任者

「受賞者を囲んでの記念撮影」

優良製造所

佐々木

㈱秋田新電元

飛鳥工場 様

正人 様

※保安功労者のお二方は、当日
ご都合がつかず、代理の方が表
彰状を受領されました。
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優良販売主任者 栗橋 健治 様

ご祝辞 「保安監督部 中村東北支部長」様

村上

寛也

高圧ガス保安協会 東北支部

様

「安田 KHK 理事」様

（第二部）

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
上田 洋平 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、再発防止に繋げていきます。

記念講演
▼ 演 題 「事故からヒューマンエラー克服へ」
講 師
㈱JR 東日本パーソネルサービス
顧問
関口 雅夫 氏
● また、第二部の記念講演では、㈱JR 東日本パーソネル
サービス 関口顧問より、航空機や鉄道等の現場におけ
る事故事例を元に、事故の原因となるヒューマンエラー
を克服し、事故防止に繋げて行くための方策やご提案・
気づきについてお話があり、高圧ガスの保安を考える上
でも貴重なヒントとなる内容でした。
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（第三部）

情報交流会・受賞祝賀会

乾杯のご発声「保安監督部

阿部管理官」

● 講演終了後に開催した「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、楽しい
ひとときを過ごしました。

● 受賞されました皆様方の喜びのコメントも伺いました。

中締め挨拶「協賛会運営審議会

鈴木企画部会長」

平成２４年度高圧ガスの国家試験は来る １１月１１日(日) に全国一斉に実施されますが、７月６日
(金)から受験願書の配布を開始しました。
。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、申し込み忘れのないようご注意下さい。
● すでに会員の皆様にはとりあえず受験案内を１部お送りしましたが、多数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。
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高圧ガス保安協会 東北支部

（受験申し込み期間）
▼ 書面による場合：各県試験事務所(受験案内に同封のプリントを参照)
・平成２４年８月２０日(月)～８月３１日(金)消印有効
▼ ＫＨＫホームページから電子申請する場合
・平成２４年８月２０日(月)～８月３１日(金)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
022-268-7501 fax 022-211-0154

e-mail：tohoku@khk.or.jp

【高圧ガス保安協会 東北支部実施（宮城会場）
】
場所；学校法人「北杜学園」
中央校舎本館又は３号館アネックス
住所；仙台市青葉区中央 4-7-20・5-3
（仙台駅から徒歩 7 分）

「試験実施日・科目・時間割」
【実 施 日】H24.11.11(日)
【法
令】 9:30～10:30
【保安管理技術】11:00～12:30
【学
識】13:30～14:30

★ 各県の試験会場は、受験案内又は各事務所に確認してください。

● 「高圧ガス保安法」に基づく“特定高圧ガ
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
(1)高圧ガス保安法に係る法令
（以下｢法令｣という。
）
(2)特定高圧ガス消費に必要な学識
（以下｢学識｣という。
）
(3)
（以下｢保安管理技術｣という。
）
● 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。

● 講習科目
 講習申込：８月 １日（水）～８月１５日（水）
 講

習：８月３０日（木） 9:00～1６:00
８月３１日（金） 9:00～15:00

 検
定：９月１４日（金）10:00～11:30
 受 講 料：１０，６００円（非課税）
（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
TEL 022-225-8851

（詳細は、
「杜の栞第６６号」に同封の講習案内をご覧く
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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●

例年１０月に実施しております「ＣＥ受入側
保安責任者講習」は、昨年度は、東日本大震災
による津波被害を受け、実習会場として予定し
ていた大陽日酸(株)多賀城事業所の実習施設や
設備が流失したため、中止したところです。
その後、同事業所では懸命な復旧作業が続け
られた結果、施設等の復旧が進んだことから、
同事業所の全面的なご協力をいただき、本年度
の「ＣＥ受入側保安責任者講習」を 10 月４日
（木）～５日（金）の日程で実施することとし
ました。
詳細については、同封の講習実施案内をご覧
ください。

● 今年度の「高圧ガス保安 関東東北産業保安
監督部東北支部長表彰」（従前の「原子力安
全・保安院長表彰」）の推薦の案内がありま
した。
● 高圧ガス保安に顕著な功績をお持ちで、同表
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２４年１１月３０日（金）
第２６回「高圧ガス保安東北大会」の場

高圧ガス保安協会 東北支部

▼講習：平成２４年１０月４日（木）
【座学】
平成２４年１０月５日（金）
【実習】
▼検定：平成２４年 10 月４日（木）
▼講習会場：
【座学・検定】宮城県管工事会館
仙台市青葉区本町 3-5-22
【実習】大陽日酸(株)多賀城事業所
多賀城市宮内 2-3-2
▼受講料：協賛会会員：１８，５００円
一般
：２７，７００円
▼受講申込：平成 24 年 9 月３日（月）～１８日（火）
【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

▼ 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２４年８月８日（水）
（支
部必着でお願いします）

● 表彰式会場；ホテルメトロポリタン仙台
（仙台市青葉区）

事務局から

東北支部に着任して早いもの
で半年が過ぎました。支部の業務は、講習・検定
のような比較的短サイクルのものから、国家試験
のような 1 年サイクルのものなど、様々。
講習・検定については、すでに何度も経験済み
で、その要領も徐々に分かってきたような気がし
ていますが、さすがに国家試験ともなると、その
受験者の多さや、事前準備の大変さを考えると、
何やら不安になってきます。
ところで、当支部の事務補助員の小田島さん（名
前が「稲子」なので、事務所では、愛称「いねち
ゃん」とか「ねこちゃん」と呼ばれています。
）は、
この７月で支部勤務もちょうど 1 年が経ち、講
習・検定や国家試験関係の業務を中心に仕事もバ
リバリこなしていて、心強い限り。
皆さまの中にも、電話で声をお聞きになった方

も居られるのではないでしょうか。
その「いね（ねこ）ちゃん」は、先日、歯が痛
いというので歯医者さん通い。それも落ち着いた
と思ったら、今度は、菅原主任も歯に違和感を感
じ、女性陣は立て続けに歯医者さんへ。
一方、事務所の男性陣はというと、中島検査員
も時々歯医者さんに通院しており、最近では、私
もお世話にならなければならない状況になりつつ
あり、事務所の中では、歯医者さんの話題で盛り
上がることもたびたび。
（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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