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　第10回通常総会は5月18日（水）午後3時00分より、かなが
わ労働プラザのホールBにおいて開催されました。
　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ました。（正会員
総数126名の内、出席者40名、委任状86名、合計126名出席）
　続いて、県並びに3政令指定都市の消防局からの来賓者紹
介、佐波会長挨拶（別掲）後、議長に武副会長が選出され、
議事審議が開始されました。
【第1号議案】令和3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、広報事業に
ついて、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3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1,365千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】役員の一部変更の承認を求める件
　議長は、任期中での退任2名を報告、後任の立候補者を募っ
たが立候補がなかったため、理事候補を紹介し、2名の理事
が満場一致で選任された。
【第4号議案】定款の一部変更の承認を求める件
　議長は、議案書に基づき変更内容、目的を説明し、質問
等はなく満場一致で原案通り承認可決された。

【第5号議案】令和4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、広報事業に
ついて、その他の事業等について専務理事より令和4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4年度収支予算の報告の件
　財務管理委員長より令和4年度収支予算の報告がされ、当
期収支差額は750千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】
　その他提案事項は議場からはなく議案審議が終了した。
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　議事終了後、優良従業員表彰者5名のうち総会に出席され
た4名の方々に佐波会長より賞状と記念品が授与されまし
た。（別掲）
　最後にご来賓の県くらし安全防災局防災部　工業保安担
当課長の内山和子様よりご挨拶（別掲）があり、第10回通常
総会は、午後4時04分に閉会しました。

【退任役員への記念品贈呈】
　続いて、本総会
で退任された浦中
常務理事に佐波会
長より記念品が贈
呈され、退任のご
挨拶をいただきま
した。（欠席された
守谷理事には後日
記念品を送付しま
した。）

　総会終了後、臨時理事会が開催され、総会で理事に選任
された黒木氏が、常務理事及び容器対策委員長に選任され
ました。

　本日は多くの方にご出席いただき、また、ご来賓の皆様
にはご多忙中にもかかわらずご臨席賜りありがとうござい
ます。本総会は一般社団法人となって10回目となります。
残念ながら現状のコロナ感染状況を踏まえて総会後の懇親
会は中止とさせていただきました。今年は賀詞交歓会も中
止としましたが、来年は世の中が通常に戻り、賀詞交歓会
を開催して皆様と懇親を深めたいと考えています。
　コロナ禍で活動も制約される中、会員の皆様には高圧ガ
ス事故防止、保安活動にご理解と協力をいただき大変あり
がとうございます。大きな事故のない1年でしたが、協会の
保安活動が十分にできたかというと少し疑問が残ります。
ただし、協会の保安事業は全て予定どおり行うことができ
ました。会員各社やお客様には、新人の方等に対してリモー
トでコミュニケーションが取れない、教育をどうするか悩
まれることと思いますが、当協会では教育プログラムをい
くつか用意しています。協会ホームページに掲載しており
ますので、是非ご活用いただき、保安向上、事故防止のた
めの教育に役立てばと思っています。
　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　内山和子様のご挨拶

　通常総会が盛大
に開かれたこと誠
にお慶び申し上げ
ます。また、ただ
いま表彰を受けら
れました優良従業
員の皆様、誠にお
めでとうございま
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及び消費事業者を対象に高圧
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ご支援、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。また、
放置容器についても迅速な対応・回収をしていただいてい
ることに改めてお礼を申し上げます。
　コロナ禍も3年目に入り、協会の皆様の活動も様々な制約
を受けている中でありますが、どの協会さんも徐々に元に
戻りつつあるとお見受けしております。
　総会の議事の中でも紹介いただきました、私共が参加・
ご協力している高圧ガス火薬類保安大会や高圧ガス地震防
災緊急措置訓練も徐々に元の形に戻していこうということ
で、保安大会では記念講演は神奈川県の研究機関である温
泉地学研究研に講師を依頼、最近の地震の情報等を話して
いただく予定でおります。また、防災訓練も昨年はコロナ
の影響を考え11月開催としましたが、今年は10月開催で従
前と同程度での実施を目指して計画しています。
　まだコロナ禍が落ち着いているわけではなく、皆様の周
りでも陽性者・濃厚接触者がいらっしゃるのではないでしょ
うか。そのような状況ですので、皆さんの取られている感
染防止対策含め、知恵を集めて安全で安心な事業を展開し
ていきたいと考えています。
　さて、液化石油ガスの許認可が政令指定都市に移行する
ことが法令で決まったことはご存じと思います。来年4月の
施行に向けて、現在、消防保安課に横浜市、川崎市、県央
地域県政総合センターに相模原市の方に研修にきていただ
き、円滑な権限移譲を行うよう作業を進めておりますこと
をお知らせいたします。
　最後になりますが、一般社団法人神奈川県高圧ガス流通
保安協会の益々のご発展並びに会員の皆様方の更なる御活
躍を祈念して私の挨拶とさせていただきます。

総会における佐波会長挨拶

浦中常務理事への記念品贈呈
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　この度、容器対策委員長を拝命致しましたKGKサービス株式会社の黒木 新児と申します。
　私自身、湘南支部会員としての活動経験も無い中で急遽、本部での委員長職の引継ぎ指示を受け、
身が引き締まる想いと重責への不安を併せ抱えておりますが、皆様のご支援、ご協力を賜りながら責
務を果たして参る所存でございますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
　さて容器対策委員会の現状についてですが、放置容器の回収実績は前年度107本、前々年度181本と
比較的高い水準で推移しております。
　これまで工業保安課をはじめ消防、県警などの行政機関、流保協事務局、各容器委員、サポートメー
カー等皆様のご協力により他府県では類を見ない、いわゆる『神奈川方式』での円滑な容器適正管理
事業が運営されているものと認識しております。引き続き、各関係機関との情報共有を進めながら、
安全かつ迅速に神奈川県内の保安確保に努めて参りたいと思っております。

　一方で、神奈川県高圧ガス保安法行政指導指針である『高圧ガス容器は6ヵ月以上、同一事業所内に留置しない』との周知活
動は、必ずしも充分ではないと感じております。
　ガス溶材商の基本である容器管理の徹底を推し進めることが将来的にも放置容器を発生させない最も効果的な方策であると
思いますので、皆様のお力添えを賜りながら今後の対応について議論を深めさせていただきたいと存じます。
　未だ面識のない多くの会員各社様には、大変失礼ながらこの場をお借りしてのご挨拶とさせていただきます。今後とも何卒
ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

※�国家試験11月13日（日）。受験手続は高圧ガス保安
協会（KHK）ホームページでご確認下さい。

 ・  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。
＞問合せ先：（公社）神奈川県高圧ガス防災協議会　TEL.045-212-1454

今後の講習会等の予定

高圧ガス運送員・運送指導員講習会
運送員 開 催 月 日 開 催 会 場

住 所
運　送　員 定員運送指導員 運送指導員

第５回
（第三回）10月5日（水）神奈川公会堂

横浜市神奈川区富家町 1-3
  9：30‐12：10 30013：00‐16：00

第６回
（第四回）11月9日（水）藤沢市民会館

藤沢市鵠沼東 8-1
  9：30‐12：10 30013：00‐16：00

第７回
（第五回）12月7日（水）神奈川公会堂

横浜市神奈川区富家町 1-3
  9：30‐12：10 30013：00‐16：00

日　時　令和4年9月27日（火）
　　　　9：15～16：30（予定）
会　場　万国橋会議センター　4階402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㈱
 管理本部コンプライアンス室調査役
 内田　純二　氏
講義２　保安管理技術
　　　　大陽日酸㈱
 関東支社技術部長
　　　　大住　智幸　氏

高圧ガス消費事業者保安講習会　　　　
No 地　域 開  催  日 会  場  名 ・ 場  所

1 県　西 9月22日（木） 小田原三の丸ホール
　JR小田原駅　徒歩13分

2 県　央 10月  6日（木） ハーモニーホール座間
　小田急相武台前駅　徒歩15分

3 三　浦 10月12日（水） ヴェルクよこすか
　京急横須賀中央駅　徒歩5分

4 川　崎 10月14日（金） かわさき保育会館
　京急八丁畷駅　徒歩8分

5 湘　南 10月18日（火） 茅ヶ崎市民文化会館
　JR茅ヶ崎駅　徒歩5分

6 横　浜 10月27日（木） かなっくホール
　JR東神奈川駅　徒歩1分

講習時間　開始時間　13時30分　終了時間　16時00分（予定）
講習内容　１．行政からのお知らせ（行政担当職員）
　　　　　２．溶接ヒューム法対応（スリーエムジャパン㈱担当者）
　　　　　　　 「呼吸用保護具とフィットテスト～法改正におけ

るマスクフィットの重要性～」
　　　　　３．高圧ガスの安全な取扱い（協会専任講師）

（注）コロナ感染症防止対策の取組みを行います。マスク着用等ご協力ください。

第一種販売主任者受験準備講習会　 協会事業   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

日　　時　令和5年2月22日（水）
　　　　　14：00～17：00（予定）
会　　場　横浜市技能文化会館　多目的ホール1、2
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4年12月下旬に

開催案内発送予定）

高圧ガス販売事業者講習会　　 後援 : 神奈川県

容器対策委員長就任にあたって 黒木 新児

賀詞交換会

開催日時 ： 令和5年1月18日（水）18時から
会　　場 ： ローズホテル横浜
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第17回
神奈川県高圧ガス火薬類保安大会

2022 年度（第 50 回）
神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練

開催日時：令和4年10月19日（水）13：00～16：00（予定）
会　　場：耐震バース（横浜市西区みなとみらい1-1-7）

【交通手段】みなとみらい線新高島駅下車徒歩約15分
　 当協会担当支部：横浜東支部、横浜西・三浦支部
　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

開催日時 ： 令和4年10月25日（火）14：00～17：00
会　　場 ： 神奈川県民ホール　小ホール

【交通手段】 みなとみらい線日本大通り駅下車徒歩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
会長表彰並びに記念講演が行われます。
※ 尚、コロナ感染症拡大防止のため、祝賀パーティは行いません。

受賞者の紹介
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。（敬称略）

関東東北産業保安監督部長表彰（7月29日）
保安功労者　齋藤正行［進和商事㈱］ 優良販売業者　㈱ウエキコーポレーション相模原営業所

優良従業員表彰受賞者と佐波会長

湘南地域県政総合センター所長表彰（6月14日）
高圧ガス保安功労者 高圧ガス保安功労者
松塚雄一 須恵明宣

［カミマル㈱湘南営］ ［高圧ガス工業㈱神奈川工場］

県央地域県政総合センター所長表彰
（6月14日）
高圧ガス保安功労者
中島敏晴［東ホー㈱］

神奈川県くらし安全防災局長表彰
（8月16日）
高圧ガス保安功労者
三島正志［㈱渡商会］

優良従業員協会会長表彰（5月18日）
森　秀夫［関東高圧㈱］
田中佳彦［㈱鈴木商館 相模営］
中鉢　淳［㈱鈴木商館 京浜営］
関　健二［横浜ケミカル㈱］
松原邦充［東海溶材㈱関東支店］

受賞者代表謝辞（齋藤氏）
相模原営業所
の皆さん
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有限会社サンライト高圧

代表取締役　関原有三
横浜市都筑区大丸24－12
電話 045-941-6661　FAX 045-942-8588
http://sunlight-air.com/

　この度、神奈川県高圧ガス流通保安協会（横浜東支部）
に入会させて頂くことになりました有限会社サンライト高
圧と申します。
　会員の皆様におかれましては日頃よりご愛顧をいただき
誠に有難うございます。
　弊社は平成5年の創業以来、一貫して「容器再検査」と「圧
縮空気ガス」の製造販売に注力して参りました。
　容器再検査については特にFRP製の小型ボンベの検査に
特化しており、近年ではそれに派生して輸入ボンベ検査や
輸入バルブ検査等も請け負っております。

大陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社

関東支社　支社長　越智伸一
神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1
電話 044-549-9422　FAX 044-549-9424
http://www.tngw.tn-sanso.co.jp/

　この度神奈川県高圧ガス流通保安協会（川崎支部）に入
会させて頂くことになりました大陽日酸ガス＆ウェルディ
ング株式会社関東支社と申します。入会に先立ち理事会に
てご承認頂きましたこと御礼申し上げます。
　弊社が現在の場所に平成22年1月に事務所（旧双葉物産）
を構えてから12年が経過しましたが、平成25年4月に3社合
併により現在の体制となりました。これまでお客様が東京
都内が多いという理由で東京都の溶材組合に加盟しており
ましたが、前神奈川県高圧ガス流通保安協会の副会長を務
められました柳田が昨年6月に弊社社長となり、『何で流通
保安協会に加盟していないんだ！』との指摘を頂きました。
私自身も昨年4月に大阪より転勤となり赴任後疑問に感じて
おりましたので、入会決断のきっかけとなりました。

　圧縮空気ガスの用途といたしましては、スクーバダイビ
ング、消防用、空気銃用と、一般的に広く使われている用
途ではありませんが31MPaまでの高圧充填が可能です。
　小さな会社ですが、全員が熟練工ですので、迅速丁寧な
検査をモットーに今後も精進して参る所存です。御用の向
きがございましたら本数の多い少ないに関わらず、ご相談
していただければ幸いに存じます。
　今後は会の益々の発展のために、極々微力ではございま
すがお役に立てるように努力してまいりますので、皆様方
のご指導、ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い致します。

　弊社の関東地区の特色と致しましては、会社の名前の通
りいわゆる産業ガスと溶接材料・溶接機器・各種機械を中
心に、ユーザー様への直接販売や溶材商様への卸売販売を
行っております。弊社の企業理念である『当社の扱う商材
により、お客様の生産性向上、作業環境改善を行い、お客
様に喜んでいただき、以って社会に貢献する』を実践して
おります。　
　本年より会員に加えて頂きましたことを機に、神奈川県
内のお客様に対し高圧ガスの販売・消費等における災害防
止に関する自主保安教育、保安点検指導等を行い、自主保
安体制の確立と業界の健全な発展に寄与して参る所存です
ので、何卒ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

新規会員の紹介
令和4年度から2社が入会しました。
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会員名簿変更（敬称略）

新規入会会員

　【横浜東支部】 ㈲サンライト高圧

　【川崎支部】 大陽日酸ガス＆ウエルディング㈱関東支社

登録事業所名変更

　【横浜西・三浦支部】
 変更前　岩谷産業㈱横浜支店
 変更後　岩谷産業㈱首都圏支店

　【県央支部】 変更前　東海溶材㈱西関東支店
 変更後　東海溶材㈱関東支店　　　　　　　　　　

登録事業所名の訂正

　【県央支部】
　　訂正前　㈱ウエキコーポレーション関東支店相模原営業所
　　訂正後　㈱ウエキコーポレーション相模原営業所
　　＊ 名簿（令和４年７月１日現在）は「訂正前」の名称

となっています。訂正とともにお詫び申し上げます。

代表者変更

　【横浜東支部】 ㈱ニッパツサービス 鈴木潤一　

出先責任者変更

　【横浜東支部】 東海産業㈱横浜営 徳永　賢

　【横浜西・三浦支部】
 東京ガスケミカル㈱産業・医療ガス営業部
 営業第一グループ　神奈川営 桧皮知子
 富士貿易㈱横浜営 鶴見幸亮

　【川崎支部】 星医療酸器㈱川崎営 清水桂一

　【湘南支部】 KGK サービス㈱湘南営 黒木新児
 東海産業㈱湘南支店 菅原　淳
 ㈱巴商会　湘南営 佐藤宏大　
 扶桑産業㈱平塚営 佐護嘉彦

　【県央支部】 ㈱ウエキコーポレーション相模原営
  中村正行
 小池酸素工業㈱西関東営 古川陽一
 田邊工業㈱相模工場 大井和利
 東横化学㈱ガスソリューション事業部
 関東支社　相模原事業所 八尋雄三　　

　【賛助会員】 吉川金属工業㈱川崎営 前原美恵子

事務局からのご連絡

住所・電話番号等変更

　【横浜東支部】 岩谷産業㈱首都圏支店
 横浜市港北区新横浜 3-9-18　

　【賛助会員】 吉川金属工業㈱川崎営
 横浜市鶴見区元宮 2-4-55　横浜ケミカル㈱内
 TEL 045-834-8177　FAX 045-834-8178

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。

編 集 後 記
　今年は平年より梅雨の期間が短く、会員の皆様に
おかれましては早い猛暑到来の中、お疲れかとおもい
ます。
　オミクロン変異ウイルスBA5により新型コロナ第7
波に突入し、感染再拡大の中、安倍元総理銃撃という
衝撃的な事件が起こりました。また、ロシアによるウ
クライナ侵攻による世界経済の減速とインフレ加速
により、日常生活・社会経済にも大きな影響が出てい
ます。早く通常の生活と経済活動に戻る事を願うばか
りです。
　この状況下においても高圧ガスの保安活動を継続し
ていかなければなりません。9月以降、消費者保安講
習会を始め、各種講習会、防災訓練等行事が予定され
ています。当協会として各種行事開催に際して、新型
コロナウイルス対策を実施致します。会員の皆様ご自
身の当協会の保安活動への参加は勿論の事、消費者へ
の講習会等の参加の働きかけを引続きお願いします。
　広報委員会として引続き、会員の皆様の有益となる
活動をしてまいります。

＜広報委員会＞

残暑お見舞い申し上げます。


