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第8回 通 常 総 会 開 催

佐波会長挨拶

会長と受章者

第8回通常総会は6月26日（金）午後3時30分より、ラジオ日
本の会議室Aにおいて開催された。
司会者より総会出席者が正会員の過半数以上で定款の規
約を満たし総会が成立したことが報告された。
（ 正会員総数
127名の内、出席者19名、委任状80名、議決権行使10名合計
109名出席）今年はコロナ感染症拡大防止のために、ご来賓
は招待しない形での開催となったことの説明があった後に、
佐波会長より第8回総会は本日、この会場でコロナ対策を踏
まえた形で開催する運びになったことに触れ、短時間での
審議に協力頂きたい旨の挨拶があった。
議長には佐波会長が選出され、議事審議が開始された。
【第1号議案】令和2年度事業報告（案）の承認を求める件
 各委員長より保安事業、容器適正管理事業、広報事業、
その他の事業等については、専務理事より議案書に基づ
き説明がなされ、質問等はなく原案通り承認可決された。
【第2号議案】令和2年度決算報告（案）の承認を求める件
 財務管理委員長より、議案書に基づき収支等の決算に
つき報告があり、当期収支差額は27千円のプラスであっ
た旨報告され、次いで監事より監査結果報告が行われ質
問等はなく、原案通り承認可決された。
【第3号議案】定款の一部変更の承認を求める件
 議長は、コロナ禍の影響等も踏まえて、総会での書面
表決等に電磁的方法を追加することと、いわゆるみなし
理事会の条項を追加する旨の定款の一部変更の提案を説
明し、質問等はなく満場一致で原案通り承認可決された。

【第4号議案】役員の一部変更の承認を求める件
 議長は、今総会を以って、坂本理事、杉本常務理事、
田村監事が退任されるため、理事候補者2名、監事1名を
紹介し、満場一致で 理事候補者2名 県央支部 市川宗
城氏（ウエキコーポレーション㈱）と村橋正之氏（伊藤忠エ
ネクス㈱）、監事候補者1名 川崎支部 泉 靖則氏
（大陽
日酸㈱）が選任された。
【第5号議案】令和2年度事業計画の報告の件
 各委員長より保安事業、容器適正管理事業、広報事業、
その他の事業等については専務理事より2019年度事業計
画の報告がされ、質問意見等はなく満場一致で了承され
た。
【第6号議案】令和2年度収支予算の報告の件
 財務管理委員長より令和2年度収支予算の報告がされ、
当期収支差額は557千円との説明に質問意見等はなく満場
一致で了承された。
【その他提案された事項】
 その他提案事項は執行部、議場からなく、議案審議が
終了した。
 その後優良従業員表彰として3名の方々に佐波会長より
賞状と記念品が授与された。
（内、1名は後日、会社での授
与となった）
第8回通常総会は、午後4時30分に閉会した。
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夏の協会報におけるご挨拶
会長

佐波

充

世の中、コロナウイルス感染拡大のニュースが尽きる日
がない中、会員の皆様におかれましても大変なご苦労をさ
れておられることと案じております。
去る6月26日に第8回通常総会が開催され、全議案のご承
認を得られました。ありがとうございました。当初は5月14
日に開催する準備をして参りましたが、人が集まれる状況
に無く、延期を余儀なくされました。三密を避ける為、規
模を縮小し、ご来賓や懇親会の無い形で、感染対策を充分
行い会場にも迷惑をお掛けしない様に配慮致しました。
思えば、3年前に当協会の会長に就任致しました際に抱負
を次の様に述べております。「歴代の会長は、全国のトップ
ランナーとして、神奈川県の保安ブランドを広げられまし
た。私も微力ながら、この襷を次の世代へ引き継ぐまで走
り抜きたいと思います」総会の度にこの1年を振り返り、自
問自答をしておりますが、まだまだ力不足の感は拭えず、
皆様のご協力ご支援を引き続きお願いする次第です。
そして、2年前に業務移管され、監督官庁が県内4つに分
かれましたが、戸惑いや不安は収まったでしょうか。今後
とも各官庁のご指導の下、皆様に満遍なく情報を発信して
参ります。
さて、世の中の変化する時間が今までよりも早く回って
いる気が致します。ここ数年は、台風や地震による自然災
害による未曾有の被害について、高圧ガスの事故防止や容
器の流失対策などを特にお願いして参りましたが、更にコ
ロナの影響は、世の中を一変させ我々世代が経験したこと
のない状況を招いております。
そこで、危険物を扱う団体として、高圧ガスの保安の確
保が第一ですが、今のコロナ感染予防を考えますと、取り
組みを安易にお願い出来ません。従業員の出社、お客様訪問、
定期点検作業などの状況を見守りつつ、安全確保や周知を
お願いします。皆様がご苦労されていることとは重々理解
しております。
そんな中、私は従業員に高圧ガスの資格をより沢山取得
させ、来たる時期に消費者への情報伝達、周知、安全機器
のご紹介など、啓蒙活動に繋げる「今は種まき」の時期と
説明しております。
当協会としましても状況に合ったサポートを続けて参る
所存です。今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますよう、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様の
ご健康をお祈り申し上げます。

神奈川県くらし安全防災局防災部
工業保安担当課長 関 猛彦
神奈川県くらし安全防災局防災部工業保安担当課長の関
です。
今年度の通常総会については、新型コロナウイルスによ
る感染拡大防止のため、総会への出席に代えて、協会報で
の挨拶とさせて頂いております。
一般社団法人神奈川県高圧ガス流通保安協会の皆様には、
神奈川県の高圧ガス流通業界における高圧ガスの自主保安
活動を積極的に展開していただくとともに、本県の防災行
政あるいは工業保安行政に御支援、ご協力をいただいてお
りますことを、厚くお礼申し上げます。
事業者の皆様には新型コロナウイルスへの対応について、
感染拡大防止対策の徹底に協力頂いておりますが、県では
その取組みを見える化できるよう「感染防止対策取組書」
及び「LINEコロナお知らせシステム」の普及を促進してお
りますので、活用くださるようお願いいたします。
本県では4月1日から、工業保安課と消防課が一緒になり、
消防保安課へ組織改編を行いました。引き続き、各高圧ガ
ス保安団体の皆様等としっかり連携して、県内の高圧ガス
の保安に努めてまいりますので、なにとぞよろしくお願い
申し上げます。
一昨年度、横須賀市内の防空壕で発見されたガス種不明
の多数の容器については、無事に処分を終えることができ
ました。業務御多忙の中、対応いただきありがとうござい
ました。
また、日頃から放置容器について貴協会員の皆様の御努
力により迅速に回収されていること、改めて御礼申し上げ
ます。
こうした取組みに加え、毎年行っている高圧ガス消費事
業者保安講習会や高圧ガス販売事業者講習会についても、
高圧ガスの基本的な事項をお互いに確認する事は、高圧ガ
スに係る事故の防止に大きく役立ちますので、保安教育の
場として積極的に活用頂きたいと思います。
また、販売・消費事業所に対する適正な保安点検や高圧
ガスの安全管理の周知徹底、高圧ガス保安法の遵守の指導
について、引き続きよろしくお願いします。
最後に、一般社団法人神奈川県高圧ガス流通保安協会の
益々の御発展並びに会員の皆様方のさらなる御活躍を祈念
いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。

ホームページをリニューアルしました
当協会では、事務所を関内STビル11階に移転したの
を機に4月1日でホームページをリニューアルしました。
イベントや保安等に関する情報提供に努めていきま
すので、ご利用下さい。

新しいURL ： https://ryuhokyo.com
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今後の講習会予定
高圧ガス消費事業者保安講習会
No
1

地 域
県

西

開 催 日

会 場 名・場 所
小田原市民会館
10月 1日（木）
JR小田原駅 徒歩10分

日

時

会

場

2

川

崎

かわさき保育会館
10月12日（月）
京急八丁畷駅 徒歩8分

3

三

浦

10月13日（火）

横須賀市文化会館
京急横須賀中央駅 徒歩10分

4

湘

南

10月21日（水）

茅ヶ崎市民文化会館
JR茅ヶ崎駅 徒歩5分

5

県

央

ハーモニーホール座間
10月22日（木）
小田急相武台前駅 徒歩15分

6

横

浜

10月28日（水）

講習時間
講習内容

第一種販売主任者受験準備講習会

後援：神奈川県
横浜市消防局・川崎市消防局・相模原市消防局

協会事業

令和2年9月25日（金）
9：15～16：30
（予定）
万国橋会議センター

4階

405号室

みなとみらい線
「馬車道」
6番出口 徒歩3分
講

義

１．法令関係
東横化学㈱
管理本部調査役

講

義

内田

純二

氏

坂本

一仁

氏

２．保安管理技術
大陽日酸㈱

鶴見公会堂
JR鶴見駅前（西友6F） 徒歩1分

関東支社技術部長

開始時間 13時30分 終了時間 16時00分（予定）
1．行政からのお知らせ （行政担当職員）
2．各種高圧ガスの安全な取扱いと高圧ガス事故例 （協
会専任講師）

＊国 家試験11月8日（日）。受験手続きは8月初旬にKHK
が発表予定ですので、ご確認下さい。

（注）コロナ感染症防止対策の取組みを行い、各会場に「LINEコロナお
知らせシステム」を掲示します。

高圧ガス運送員・運送指導員講習会
運 送 員
運送指導員

運 送 員 定員
開催月日
開催会場
運送指導員 （変更後）
9：30‐12：10
第４回
9月25日
（金）厚木市文化会館
150
（第二回）
13：00‐16：00
9：30‐12：10
第４回B
10月19日
（月）相模原南市民ホール
180
（第二回B）
13：00‐16：00
9：30‐12：10
第５回
10月15日
（木）神奈川公会堂
250
（第三回）
13：00‐16：00
9：30‐12：10
第６回
11月11日
（水）茅ヶ崎市民文化会館
250
（第四回）
13：00‐16：00
9：30‐12：10
第７回
12月10日
（木）鶴見公会堂
250
（第五回）
13：00‐16：00
・同一会場で上段が運送員講習会、下段が運送指導員資格取得更新
講習会の講習時間です。
・算用数字が運送員講習会、漢数字が運送指導員講習会の回数です。
※定員数は6月24日時点のものです。コロナ禍の影響で定員数には
変更の可能性があります。
>問合せ先：（公社）神奈川県高圧ガス防災協議会 TEL.045-212-1454

2020年度（第48回）
神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練開催
開催日時 ： 令和2年10月8日（木） 13：00～16：00
会
場 ： 小田原アリーナ駐車場（小田原市中曽根263）
JR小田原駅⇒小田急線「蛍田」駅下車
徒歩15分
当協会の担当支部は湘南支部となります。
訓練内容は昨年に準じて以下を予定しています。
①アセチレンガスの安全器効果実演
②カートリッジ缶破裂燃焼実験
※コロナ感染症対策のため、最小限の人数で実施されます。
（訓練内容、
見学等の詳細はホームページでお知らせします）

高圧ガス販売事業者保安講習会 後援 : 神奈川県
日

時

令和3年2月12日（金）
14：00～17：00（予定）

会

場

かながわ県民センター
（横浜駅西口徒歩5分）

講習内容
第一講義

行政からのお知らせ
県消防保安課担当者

第二講義

検 討中（令和2年12月下旬に開催案内
発送予定）

賀詞交歓会
日
会

時：令和3年1月14日
（木） 18時から
場：ローズホテル横浜

第15回
神奈川県高圧ガス・火薬類保安大会開催
開催日時 : 令和2年10月26日（月） 14：00～15：00
会
場 : 神奈川県民ホール 小ホール
（みなとみらい線｢日本大通り｣駅3番出口徒歩6分）
本大会は、県下における工業保安に関する功績者に
対して知事表彰、各保安団体における功績者に対する
会長表彰が行われます。
※尚、今年は、コロナ感染症拡大防止のため、記念講
演も祝賀パーティも中止を予定しております。
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事務局からのご連絡
会員名簿変更（敬称略）――――――――――――――
退会会員（永い間ありがとうございました。）
【川崎支部】 丸一酸素㈲
社名変更
【横浜東支部】 変更前
変更後
【川崎支部】 変更前
変更後
【三浦支部】 変更前
変更後
変更前
変更後
【湘南支部】 変更前
変更後
【県央支部】 変更前
変更後
【賛助会員】 変更前
変更後

小松川酸素㈱
KGKサービス㈱
日本エア・リキード㈱
日本エア・リキード（同）
小松川酸素㈱
KGKサービス㈱
相互産業㈱
バイタルエア・ジャパン㈱
ウエルディング・ガス・サービス㈱
KGKサービス㈱
エア・リキード工業ガス㈱
日本エア・リキード（同）
㈱大東バルブ製作所
㈱ダイトー

代表者変更
【横浜東支部】 KGKサービス㈱
奥村眞治
【横浜西支部】 岩谷産業㈱
間島 寛
東京ガスケミカル㈱
玄間隆之
【川崎支部】 日本エア・リキード（同）
ヴイルジー・キャヴァリ
日酸TANAKA㈱
佃 淳一
日本液炭㈱
遠藤祐喜
【三浦支部】 バイタルエア・ジャパン㈱ 高橋秀明
【湘南支部】 KGKサービス㈱
奥村眞治
守屋酸素㈱
中井康夫
【県央支部】 伊藤忠エネクス㈱
近藤 茂
日本メガケア㈱
松岡喜義
【賛助会員】 ㈱ダイトー
吉岡亨治
ヤマト産業㈱
奥井大介
出先責任者変更
【横浜東支部】 日東工機㈱神奈川支店
野殿桂吾
KGKサービス㈱京浜営業所 金木 望
マツモト産業㈱横浜営業所 福岡成昭
【横浜西支部】 アキヤマ㈱横浜営業所
相原貴史
相模アセチレン㈱
有岡雅紀
【川崎支部】 昭和電工ガスプロダクツ㈱
南関東支店南関東営業所 伊藤道夫
日本エア・リキード（同）
南関東支店
内田達也
【三浦支部】 高圧ガス工業㈱横浜営業所 青田 充
KGKサービス㈱金沢工場
安達祐三
東陽実業㈱
谷 雅年
バイタルエア・ジャパン㈱
神奈川支店
宮原 渉
㈱守屋医療酸素商会
小池良知
【湘南支部】 岩谷産業㈱厚木支店
森田 毅
KGKサービス㈱湘南営業所 浦中和則
高圧ガス工業㈱神奈川工場 中井康夫
【県央支部】 伊藤忠エネクス㈱ 東日本ガス販売支店
神奈川ガス課
緒方大樹
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㈱ウエキコーポレーション
関東支店相模原営業所
日本エア・リキード（同）
西関東・甲信支店
東京イチダ㈱相模営業所
東京高圧山崎㈱相模原営業所

市川宗城
菅野 裕
山見正次郎
菅原正樹

住所・電話番号変更
【横浜東支部】 KGKサービス㈱京浜営業所
横浜市鶴見区矢向2-1-15
電話 045-575-1633 FAX 045-575-2261
【横浜西支部】 ㈱竹山メディカルサービス
横浜市緑区竹山2-6-3 2601-131
【川崎支部】 小池酸素工業㈱京浜支店
川崎市川崎区宮本町8-15-201
【賛助会員】 KGKサービス㈱
東京都江東区亀戸6-6-10
電話 03-3685-5151 FAX 03-3685-9067
ニューマネージメントシステム㈱
東京都足立区千住仲町40-11
朝日生命北千住ビル3F
変更通知のお願い
社名、住所表示、代表者名、出先責任者名、連絡先等の変更
がありましたら、お手数ですが、事務局までご連絡ください。

受 賞 者 一 覧【敬称略】
下記の方々が表彰されました。心からお慶び申し上げます。

湘南地域県政総合センター所長表彰（6月9日）
高圧ガス保安功労者 竹内和人［巴商会㈱］

県央地域県政総合センター所長表彰（6月18日）
高圧ガス保安功労者 菊池 清［㈱渡商会］

優良従業員協会会長表彰（6月26日）
森
稔［㈱渡商会］
安田浩一［高砂産業㈱］

編 集 後 記

渡邉哲也［大陽日酸㈱］

残暑お見舞い申し上げます。

本来であれば東京で2回目のオリンピックが2020年7
月22日から開催される予定でしたが、新型コロナウイ
ルス感染症（COVID-19）の世界的流行を受けて2020年
夏の開催日程から1年延期となりました。新型コロナの
感染拡大を防止するために海外からの渡航者の入出国
制限や不要不急の外出制限あらゆるイベントの中止が
相次ぎ、COVID-19の影響で私たちのこれまでの生活が
一変しました。感染症の拡大防止を心掛けた濃厚接触
を避ける三つの密を回避した「新しい生活様式」、
「ソー
シャルディスタンス（社会的距離）」を保ちリモートワー
クが世界的に重要性を高めています。私たちの取り扱
う高圧ガスの保安活動においても、今後は新たな様式
を取り入れた高圧ガス消費事業者への保安管理に変化
していくのではないでしょうか。
10月に神奈川県内6会場において消費者保安講習会が
開催されます。会員の皆様には、高圧ガス消費者へ高
圧ガスの保安の重要性を理解していただくためにも昨
年よりも一人でも多くの方に参加をしていただきます
よう働きかけをお願い申し上げます。 （広報委員会）

